
大分交響楽団 演奏会の記録
演奏日 演奏会名 演奏会場 指揮者 曲名（ソリスト）

S 40.7 第１回定期演奏会 農業会館 加藤公康 シューベルト Sym.８「未完成／ベートーヴェン 「エグモント」序曲／モーツァルト ディベロプメント／
モーツァルト Ｐ協奏曲２６「戴冠式」　（Pf）小長久子

S 40.10 第１回大分芸術祭開会式 別府国際観光会館 加藤公康 シューベルト 「ロザムンデ」序曲／ベートーヴェン Sym.５「運命」／ベートーヴェン 「エグモント」序
曲／モーツァルト 「後宮よりの逃走」序曲

S 42.2 第２回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 モーツァルト Vn協奏曲 （Vn）久保不二朗
S 42.9 第３回大分県芸術祭開会音楽会 大分文化会館 加藤公康 モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲
S 43.10 第１回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲
S 43.11 県民オペラ再演 大分文化会館 加藤公康 モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲
S 44.10 第５回大分県芸術祭開会音楽会 大分文化会館 加藤公康 不明
S 45.5 第３回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦
ベートーヴェン Sym.６「田園」／ヴィヴァルディ「四季より「夏」　（Vn）久保不二朗／ヴェルディ 
「椿姫」より歌６曲

S 45.10 第２回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 ヴェルディ 椿姫
S 46.5 第４回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦
ハイドン Sym.１00「軍隊」／モーツァルト 「後宮よりの逃走」序曲／マスカーニ 「カバレリアルスステ
ィカーナ」より歌３曲／バッハ 「二つのバイオリンのための協奏曲」　（Vn）秦野まさ子 （Vn）秦野あ
い子

S 46.10 第３回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 マスカーニ　カバレリアルススティカーナ
S 47.5.29 第５回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲 第３番／プッチーニ 「蝶々夫人」より歌３曲
S 47.10 第４回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 プッチーニ 蝶々夫人　演奏日
S 48.6.2 第６回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦
モーツァルト Sym.４０／グルック 「アウリスのイフィゲニア」序曲／ビゼー「アルルの女」第二組曲／ヴ
ィヴァルディ 「四つのバイオリンのための協奏曲」　（Vn）久保不二朗 （Vn）永江星光 （Vn）秦野ま
さ子 （Vn）秦野あい子

S 48.10.1 第５回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 清水脩　吉四六昇天
S 48.11 大分県音楽協会演奏会 農業会館 不明 不明
S 49.5.31 第７回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦
ベートーヴェン Sym.２／ベートーヴェン「エグモント」序曲／シベリウス 交響詩「フインランディア」
／モーツァルト セレナーデ　

S 49.10 第６回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 清水 脩 吉四六昇天
S 49.11.29 第１０回大分県芸術祭閉幕行事 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦
ベートーヴェン Sym.７／ヘンデル 水上の音楽／シベリウス 交響詩「フインランディア」／バッハ ブラン
デンブルグ協奏曲第５番 （Fl）山元久美子 （Vn）久保不二朗 （Pf）辛島醇一

S 50.1.26 県民オペラ東京公演 東京・郵便貯金ホール 加藤公康 清水 脩 吉四六昇天
S 50.5.30 第８回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦
ベートーヴェン Sym.５「運命」／シベリウス カレリア組曲 歌６曲／モーツァルト「フィガロの結婚」よ
り

S 50.10.5 第７回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 モーツァルト フィガロの結婚
S 51.7.2 第９回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 

山本勝彦 
野崎哲

ベートーヴェン Sym.１／ビゼー カルメン組曲／モーツァルト 「魔笛」序曲 歌６曲／ヴィヴァルディ「四
季」より「夏」　（Vn）久保不二朗　（Vn）早川正昭／ヴィヴァルディ「四季」より「四季」より「春」　
（Vn）久保不二朗　（Vn）神田千枝子

S 51.10 第８回県民オペラ 大分文化会館 野崎哲 モーツァルト 魔笛
S 52.7.23 第１０回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 シューベルト Sym.８「未完成」／リスト 交響詩「前奏曲」／モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲／モ

ーツァルト Ｐ協奏曲No.２６「戴冠式」　（Pf）長沢昌子
S 52.10.1 第９回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 ビゼー カルメン
S 53.3 県音楽協会10周年年記念 不明 不明 不明
S 53.6.17 県民オペラ大阪公演 大阪厚生年金会館 加藤公康 清水 脩 吉四六昇天
S 53.7.31 第１１回定期演奏会 大分文化会館 加藤公康 ドボルザーク Sym.９「新世界」／グルック 「アウリスのイフィゲニア」序曲／テレマン Va協奏曲 

（Va）内田 博
S 53.8 第１回巡回演奏 九重町立飯田小学校 加藤公康 不明
S 53.10.7 第１０回県民オペラ 

(10周年記念)
大分文化会館 加藤公康 清水 脩 吉四六昇天／林 光 あまんじゃくとうりこひめ

S 54.3.27 スプリングコンサート 県立芸術会館 山本勝彦 ヨハン(ヨゼフ)・シュトラウス ウイーンの森の物語、ピチカート・ポルカ、アンネン・ポルルカ、かじや
のポルカ、狩のポルカ／ヴィヴァルディ「四季」より「春」　（Vn）辛島洋子　　／早川正昭　「日本の
四季」より「春」　（Vn）久保不二朗／ビゼー「アルルの女」第二組曲（第１～４曲）／ルロイ・アンダ
ーソン シンコペーテット・クロック／ポール・モーリア エーゲ海の真珠／フランシス・レイ ラブストー
リー／山本勝彦 歌「ふるさと讃歌・おおいた」

S 54.5.27 県民オペラ 中津市民会館落成記念公演 中津市民会館 加藤公康 清水 脩 吉四六昇天
S 54.8 第２回巡回演奏 宇目町立重岡小 

小野市中
加藤公康 不明

S 54.10.13 大分交響楽団創立15周年記念特別演奏会 大分文化会館 加藤公康 ベートーヴェン Sym.９「合唱付」　（ソプラノ）首藤迪子 (アルト)藤崎文子 (テノール)中村村勝利 (バス)
中川国生／ベートーヴェン 「エグモント」序曲

S 54.11.24 第１１回県民オペラ 大分文化会館 加藤公康 大栗 裕　赤い陣羽織
S 55.5 県民オペラ日出公演 日出高校体育館 加藤公康 清水 脩 吉四六昇天
S 55.8.10 第３回芸館サマーコンサート 県立芸術会館 加藤公康 グリーグ ペール・ギュント第１組曲／サン＝サーンス 動物の謝肉祭 （Pf）山本実樹子 （Pf）星野恵理子

／Ｊ・シュトラウス 皇帝円舞曲、アンネン・ポルカ／ヨゼフ・シュトラウス かじやのポルカ
S 55.11.30 大分交響楽団特別演奏奏会 

（第１６回大分県芸術祭閉幕行事）
県立芸術会館 加藤公康 ドボルザーク Sym.８「イギリス」／清瀬保二 「日本祭礼舞曲」より第１曲／モーツァルト Ｐ協奏曲No 

２１ （Pf）辛島輝治　
S 56.8.9 第４回芸館サマーコンサート 県立芸術会館 加藤公康 プロコフィエフ 子供のための音楽物語「ピーターと狼」／スッペ　喜歌劇「軽騎兵」序曲ヨハン・シュト

ラウス 喜歌劇「こうもり」序曲／美しき青きドナウ、ポルカ「狩」、ピチカートポルカ／ラデツキー行進
曲　

S 57.7.25 第５回芸館サマーコンサート 県立芸術会館 加藤公康 ヘンデル 組曲「水上の音楽」／バッハ 管弦楽組曲 第２番／ヴィヴァルディ「四季」より「夏」 （Vn）坪
井一宏／モーツアルト セレナード「アイネ・クライネ・ナハト　ムジーク」　 ベートーヴェン ロマンス
／パッヘルベル カノン／ハイドン Ｐ協奏曲No. ２１「ジプシー・ロンド」 （Pf）小野絵里子

S 57.11.30 大分交響楽団特別演奏会 
（第１８回大分県芸術祭共催行事）

県立芸術会館 加藤公康 清瀬保二 レクイエム「無名戦士」 （メソ゛ソフ゜ラノ）桜井真知子 (テノール)宮田武久 (合唱)ウィステリ
アコールほか ／清瀬保二 「日本祭礼舞曲」／モーツァルト 「後宮よりの逃走」序曲／ベートーヴェン Ｐ
協奏曲３番 （Pf）後藤文子

S 58.11.26 県民オペラ 
（第19回県芸術祭閉幕）

県立芸術会館 野崎哲 モーツァルト コシ・ファン・トゥッテ

S 58.12.11 第１回芸館移動演奏会 国東町中央公民館 加藤公康 バッハ Ｇ線上のアリア／パッヘルベル カノン／モーツァルト セレナード「アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク」／ハイドン 弦楽四重奏曲「セレナード」 第２楽章／ヨハン・シュトラウス 美しき青きドナウ、
ラデツキー行進曲／モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」より アリアほか

S 59.10.1 県民オペラ 
（県芸術祭20周年記念）

県立芸術会館 加藤公康 プッチーニ 蝶々夫人

S 59.10.28 第２回芸館移動演奏会 
（第３８回滝廉太郎記念音楽会）

竹田文化会館 山本勝彦 バッハ Ｇ線上のアリア／パッヘルベル カノン／モーツァルト セレナード「アイネ・クライネ・ナハト　
ムジーク」／モーツァルト ピアノと管弦楽のためのロンド／ヨ ハン・シュトラウス 美しき青きドナウ、
アンネン・ポルカ／滝廉太郎 荒城の月

S 60.6 第１回ゴールドブレンドコンサート 大分文化会館 石丸寛 ドボルザーク Sym.９「新世界より」
S 60.8 第３回芸館移動演奏会 久住町体育館 不明 不明
S 60.10.26 県民オペラ 

（第2１回県芸芸術祭主催行事）
県立芸術会館 加藤公康 清水脩 吉四六昇天

S 60.12.8 第１回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 加藤公康 ベートーベン Sym.５「運命」第１楽章／ミクロス・ローザ ベン・ハー／ルロイ・アンダーソン　トラン
ペット吹きの子守唄、シンコペーティッド・クロッ ク／歌９曲 ボニージャックス／ベートーヴェン　運命
／ヨハン・シュトラウス　ラデツキー行進曲

S 61.5.17 第2回ゴールドブレンドコンサート 大分文化会館 石丸寛 チャイコフスキー Sym.５／チャイコフスキー　Ｐ協奏曲１番 第１楽章 （Pf）渡邉康雄／チャイコフスキ
ー 「白鳥の湖」より"ワルツ"、「くるみ割り人形」より"行進曲"

S 61.5 立川清澄 追悼演奏会 県立芸術会館 不明 不明
S 61.11.1 第２回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 加藤公康 ワーグナー「ニュルンベルグノマイスタージンガー」前奏曲／モーツァルトSym.40 第１楽章／ハイドン

Sym.94　第２楽章／ブラームス Sym.３ 第３楽章／チャイコフスキーSym.４ 第４楽章／歌６曲 チェリッ
シュ／ブラームス　ハンガリー舞曲５番

S 61.12 第３回巡回演奏会 大山町立会館 加藤公康 不明
S 62.6.27 第３回ゴールドブレンドコンサート 大分文化会館 石丸寛 ブラームスSym.１／ウエーバー Cla 協奏曲第１番 （Cla）村井祐児／ウエーバー 　歌劇「魔弾の射手」

序曲
S 62.10.18 第３回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 加藤公康 ビゼー組曲「カルメン」より 「アラゴネーズ」、「間奏曲（第３幕への前奏）」、「アルカラの竜騎兵」

「闘牛士の歌」／モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲／歌８曲 岡村喬生 （女声合唱団「道」）／チャ
イコフスキー　Ｐ協奏曲１番 第１楽章

S 62.11.28 県民オペラ 県立芸術会館 加藤公康 モーツアルト フィガロの結婚

演奏日

1



S 62.12 県外公演 長野県佐久市 
岩村田小学校

石丸寛 スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲 ほか

S 63.2 第４回巡回演奏会 鶴見町立公民館 加藤公康 不明
S 63.5.8 第１２回定期演奏会 大分文化会館 本名徹治 ドボルザーク Sym.８「イギリス」／グリーグ Ｐ協奏曲 （Pf）田中星治／ニコライ「ウィンザーの陽気な

女房たち」序曲
S 63.9.7 第４回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 加藤公康 

現田茂夫
ジョン・ウイリアムス スターウオーズ／宮川　泰 宇宙戦艦ヤマト／三枝成章　機動戦士ガンダム「愛のコ
ンチェルト」／歌６曲 佐藤しのぶ

S 63.11.27 おおいた音楽芸術週間慣演奏会 大分文化会館 黒岩英臣 ベートーヴェン Sym.６「田園」／モーツァルト　「魔笛」序曲
H 1.5.7 第１３回定期演奏会 大分文化会館 渡辺康雄 ベートーヴェン Sym.３「英雄」／モーツァルト Ｐ協奏曲第２６番「戴冠式」　（Pf）渡邉康雄／シベリ

ウス 交響詩「フインランディア」
H 1.11.2 第５回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 小出雄聖 チャイコフスキー Vn協奏曲 （Vn）堀米ゆず子／スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲／三宅一徳編曲 プレイバ

ッハ
H 2.1.21 第６回芸館移動演奏会 豊後高田市 

中央央公民館
坂本文郎 モーツァルト「フィガロの結婚」序曲／レオポルド・モーツァルト おもちゃの交響曲／ヨーゼフ・シュト

ラウス かじやのポルカ／ヨハン・シュトラウス 美しき青きドナウ、皇帝円舞曲、トリッチ・トラッチ・ポ
ルカ、新ピチカート・ポルカ／ベートーヴェン ロマンス　（Vn）神田千枝子

H 2.6.16 第４回ゴールドブレンドコンサート 大分文化会館 石丸寛 ベルリオーズ　幻想交響曲
H 2.9.16 第１４回定期演奏会 大分文化会館 玉置勝彦 ベートーヴェン Sym.８／グノー 歌劇「ファウスト」序曲／モーツァルト Fg協奏曲 （Fg）井料和彦
H 2.12.20 第６回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 加藤公康 

橋本久喜
チャイコフスキー 「くるみ割り人形」組曲／ガーシュイン　ラプソディー・イン・ブルー （Pf：羽田健太
郎）

H 3.1.27 第６回芸館移動演奏会 蒲江町中央公民館 加藤公康 グノー 歌劇「ファウスト」よりバレエ音楽／ヨハン・シュトラウス 美しき青きドナウ／レオポルド・モー
ツァルト おもちゃの交響曲／ヨーゼフ・シュトラウス かじやのポルカ／モーツァルト Fg協奏曲 （Fg）寺
下 徹／ベートーヴェン ロマンス　（Vn）神田千枝子

H 3.2 第５回巡回演奏会 宇佐ノピア 加藤公康 不明
H 3.5.21 第１５回定期演奏会 大分文化会館 小野田宏之 モーツァルト Sym.39／リスト 交響詩「前奏曲」／ラフマニノフ Ｐ協奏曲第２番 （Pf）渡邉康雄
H 3.9.20 第７回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 森彰 プロコフィエフ ピーターと狼 （語り）斉藤慶子／モーツァルト 「魔笛」序曲／シベリウス　カレリア組

曲
H 3.11 第７回芸館移動演奏会 院内町 不明 不明
H 4.4.12 第５回ゴールドブレンドコンサート 大分文化会館 石丸寛 ベートーヴェン Sym.５「運命」／チャイコフスキー　Ｐ協奏曲第１番 （Pf）寺田悦子
H 4.7.16 第８回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 寺下徹 ドボルザーク 「スラブ舞曲」より第１番、第１３番、第１６番、第８番／ドボルザーク　Vc協奏曲 

（Vc）安田謙一郎／ドボルザーク　Sym.９「新世界」
H 4.10.28 第１６回定期演奏会 大分文化会館 玉置勝彦 シューベルト Sym.８「未完成」／シューベルト「ロザムンデ」より 「序曲」「バレー音楽第１番」「間

奏曲第３番」「バレー音楽第２番」／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 （Vn）
大橋希世子 （Va）竹内裕美

H 5.1 第8回芸館移動演奏会 弥生町 不明 不明
H 5.6.20 第９回トヨタコミュニティーコンサート 

（創立３０周年記念）
大分文化会館 寺下徹 サン＝サーンス Sym.３「オルガン付」　（Org）今井奈緒子／サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」"／

オッフェンバック　オペレッタ「天国と地獄」序曲
H 5.10.10 第１７回期演奏会 大分文化会館 石丸寛 チャイコフスキー　Sym.６「悲愴」／ベートーヴェン 「エグモント」序曲／ブルッフ Vn協奏曲第１番　

（Vn）松村英夫
H 6.6.24 第１０回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 寺下徹 ブラームス Sym.４／ブラームス ハンガリー舞曲第５、６番／ラフマニノフ 　Ｐ協奏曲第２番　（Pf：横

山幸雄）
H 6.11.20 第１８回定期演奏会 

おおいた音楽芸術週間
大分文化会館 玉置勝彦 モーツァルト「フィガロの結婚」序曲　歌１０曲 （コロラトゥーラ ソプラノ）オルガ・シャラエヴァ 　

（ソプラノ）アンドレア デルプハイデ　（テノール）フェルディナンド フォン プレッテンベルク　（バリ
トン）マクシム ミヒャエロブ／ヨハン・シュトラウス 美しき青きドナウ、皇帝円舞曲、雷鳴といなずま、
春の声、「こうもり」序曲 （ウィーン、オペラ、ガラコンサート）

H 7.1.29 第11回芸館移動演奏会 武蔵町中央公民館 玉置勝彦 モーツァルト「フィガロの結婚」序曲　 歌４曲 (ソプラノ)上田雅美 (テノール)中村弘人 (ハ゛リトン)宮下 
茂／ヨハン・シュトラウス 美しき青きドナウ、皇帝円舞曲、雷鳴といなずま、春の声、「こうもり」序曲

H 7.6.11 第１９回定期演奏会 大分文化会館 玉置勝彦 ベートーヴェン Sym.３「英雄」／グリンカ 「ルスランとリュドミラ」序曲／ドボルザーク Vn協奏曲 
（Vn）船木陽子

H 8.1.13 １９９６ニューイヤーコンサート 大分文化会館 玉置勝彦 メンデルスゾーン Sym.４「イタリア」／ブラームス 大学祝典序曲／ロッシーニ 「どろぼうかささぎ」序
曲／ドボルザーク Sym.８「イギリス」より第３楽章／シベリウス 「カレリア組曲」より行進曲／エルガ
ー 愛の挨拶／ビゼー「アルルの女第２組曲」よりファランドール／チャイコフスキー 「眠りの森の美女」
よりワルツ

H 8.1.21 第１２回芸館移動演奏会 安心院町文化会館 玉置勝彦 メンデルスゾーンSym.４「イタリア」／ブラームス 大学祝典序曲／ロッシーニ 「どろぼうかささぎ」序
曲／エルガー 愛の挨拶／ビゼー「アルルの女第２組曲」よりファランドール／チャイコフスキー 「眠りの
森の美女」よりワルツ

H 8.7.7 第２０回定期演奏会 大分文化会館 寺下徹 ブラームス Sym.１／モーツァルト Sym.３８「プラハ」／フンパーディンク 「ヘンゼルとグレーテル」序
曲

H 8.11.3 （山田啓明帰国記念） 大分文化会館 山田啓明 ファミリーコンサート　シューマン Sym.３「ライン」／ハイドン Sym.９４「びっくり」／ヨハン・シュ
トラウス 「こうもり」序曲

H 9.1.12 第１１回トヨタコミュニティーコンサート 大分文化会館 田久保裕一　 ニコライ「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲／ヨハン・シュトラウス 「ジプシー男爵」序曲　スッぺ 
「美しきガラテア」序曲　歌５曲 （ソプラノ）中島啓江／”あなたも指揮者コーナー” ベートーヴェン 
Sym.５「運命」第１楽章

H 9.2.2 第１３回芸館移動演奏会 耶馬溪町サニーホール 玉置勝彦 ハイドン Sym.９４「びっくり」／ヨハン・シュトラウス 「こうもり」序曲／ニコライ「ウィンザーの陽
気な女房たち」序曲／ヨハン・シュトラウス 「ジプシー男爵」序曲／スッぺ 「美しきガラテア」序曲

H 9.5.4 第２１回定期演奏会 大分文化会館 玉置勝彦 ブラームス Sym.２／シューベルト 「ロザムンデ」序曲／ベートーヴェン Ｐ協奏曲第４番 （Pf）森原京子
H 9.8.31 第１４回芸館移動演奏会 臼杵市民文化会館 田久保裕一 ドボルザーク Sym.８「イギリス」／ワーグナー「ニュルンベルグのマイスタージンガー」序曲／ブラーム

ス 悲劇的序曲
H 10.1.11 1998年ニューイヤーコンサート 

(12回トヨタコミュニティーコンサート）
大分文化会館 山田啓明 マーラー Sym.４「大いなる喜びの讃歌」 （ソプラノ）森野由み／エルガー 威風堂々／ベートーヴェン　

交響曲第5番 第１楽章
H 10.5.10 第２２回定期演奏会 

（石丸寛先生追悼演奏会）
大分文化会館 玉置勝彦 チャイコフスキー Sym.４／ドビュシー「小組曲」／ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」（Vc）松下修

也
H 10.8.9 第１５回芸館移動演奏会 三重町中央公民館 田久保裕一 ブラームス ハイドンの主題による変奏曲　ほか
H 10.10.25 国民文化祭 グランシアタ 山下一史 シューマン Sym.３「ライン」
H 11.1.10 1999年ニューイヤーコンサート グランシアタ 山田啓明 シューマン Sym.１「春」／モーツァルト「ドン・ジョバンニ」序曲／リスト Ｐ協奏曲第１番 （Pf）杉目

奈央子
H 11. 5.16 第２３回定期演奏会 グランシアタ 玉置勝彦 ドボルザークSym.９「新世界より」／スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲／ブラームス Vn協奏曲 （Vn）谷口

亜実
H 11.6.27 第１６回芸館移動演奏会 宇佐ノピア 田久保裕一 ドボルザーク Sym.９「新世界より」／スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲／ヨハンシュトラウス「ウイーン気

質」
H 12. 1. 9 2000年ニューイヤーコンサート 

(第13回トヨタコミュニティーコンサート)
グランシアタ 山田啓明 ブラームス Sym.３／ベートーヴェン「コリオラン」序曲／グリーグ Ｐ協奏曲 （Pf）杉目奈央子

H 12.5.21 第２４回定期演奏会 グランシアタ 玉置勝彦 ベートーヴェン Sym.７／ブラームス ハイドンの主題による変奏曲／モーツァルト Fl協奏曲第２番 （Fl）
野口博司

H 12. 6.11 第１７回芸館移動演奏会 九重文化センター 玉置勝彦 ベートーヴェン　Sym.７／ブラームス ハイドンの主題による変奏曲／モーツァルト Fl協奏曲第２番 
（Fl）久知良明美

H 13.1.7 2001年ニューイヤーコンサート 
(第14回トヨタコミュニティーコンサート)

グランシアタ 山田啓明 ヴェルディ 「ナブッコ」序曲、「運命の力」序曲、「シチリア島の夕べの祈り」序曲／歌９曲 （ソプラ
ノ）佐藤美枝子 （メゾ・ソプラノ）坂本 朱　（テノール）経種廉彦　（バリトン）福島明明也／ヴェルデ
ィ　乾杯の歌

H 13.6.3 第２５回定期演奏会 グランシアタ 玉置勝彦 チャイコフスキー　 Sym.１（冬の日の幻想）／チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」／
チャイコフスキー バレエ組曲「眠れる森の美女」より 「序奏」「パ・ダクシオンよりバラのアダージョ」
「パノラマ」「ワルツ」

H 14. 1.20 2002年ニューイヤーコンサート 
(第15回トヨタコミ ュニティーコンサート)

グランシアタ 玉置勝彦 ベートーヴェン Sym.６「田園」／ヨハン・シュトラウス　美しき青きドナウ／シベリウス　交響詩「フイ
ンランディア」／ロッシーニ 序曲「セビリアの理髪師」／グリーグ 「ペール・ギュント」第１組曲

H 14.5.26 第２６回定期演奏会 グランシアタ 玉置勝彦 ドボルザーク Sym.８「イギリス」／メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」／ショパン Ｐ協奏曲第
１番 （Pf）山本弥生

H 15. 2. 9 2003年ファミリーコンサート グランシアタ 田久保裕一 ベートーヴェン Sym.５「運命」／ワーグナー「ニュルンルグのマイスタージンガー」前奏曲　／プロコフ
ィエフ「 ピーターと狼」

H 15. 9.12 ななせイブニングコンサート 野津原町中央公民館 甲斐彰 ドヴォルザーク　スラブ舞曲／アニメ音楽「君をのせて」「いつも何度でも」／ドヴォルザーク　交響曲
第９番「新世界より」２、４楽章

H 15. 9.21 第２７回定期演奏会 グランシアタ 山田啓明 チャイコフスキー　交響曲第5番／シューマン　ピアノ協奏曲イ短調　他　（Pf）杉目奈央子／ドヴォルザ
ーク　スラブ舞曲

演奏会名 演奏会場 指揮者 曲名（ソリスト）演奏日
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H 15. 9.28 第５回大分県民芸術文化祭 
オープニングステージ

グランシアタ 山田啓明 ドボルザーク 交響曲第９番「新世界」より抜粋／ドボルザーク　交響曲第８番より抜粋／ドボルザーク　
弦楽セレナーデより抜粋

H 16. 2.15 2004年ファミリーコンサート グランシアタ 田久保裕一 モーツァルト　交響曲第40番／シュトラウス　「こうもり」よりアリア他　（ソプラノ）上田雅美／スッ
ペ　軽騎兵序曲

H 16.10.31 第２８回定期演奏会 
（大分交響楽団創立40周年記念演奏会）

グランシアタ 山田啓明 セヴィリアの理髪師：序曲、「私は町の何でも屋」／椿姫：「プロヴァンスの海と陸」／カヴァレリア・
ルスティカーナ：間奏曲／マクベス：「慈悲も尊敬も愛も」／アンドレア・シェニエ「祖国の敵」／リム
スキーコルサコフ　シエラザード／荒城の月（指揮加藤公康）／威風堂々

H 17. 6.12 2005年ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 山本祐ノ介 チャイコフスキー　序曲1812年／ビゼー　アルルの女　第２組曲／ケテルビー　ペルシャの市場にて／サ
ウンド・オブ・ミュージック／山本直純　寅さんファンタジー

H 17.11.20 第２９回定期演奏会 iichikoグランシアタ 渡邉康雄 モーツァルト　ピアノ協奏曲第22番／シベリウス　交響曲第２番
H 18. 4. 9 2006年ファミリーコンサート 

「宇宙(そら)へ」
iichikoグランシアタ 田久保裕一 チャイコフスキー　くるみ割り人形／ホルスト　"惑星"より火星・木星／ジョン・ウイリアムズ　"スター

ウォーズ"より／モーツァルト　交響曲第４１番”ジュピター”より
H 18. 7.22 2006年ファミリーコンサート in 佐伯 佐伯市保健福祉総合 

センター
松尾 英一 ビゼー　アルルの女　第２組曲／ケテルビー　ペルシャの市場にて／山本直純　寅さんファンタジー／サ

ウンド・オブ・ミュージック
H 18. 9.24 第23回芸館移動演奏会 佐伯市文化会館 松尾 英一 モーツァルト　交響曲第４１番”ジュピター”第１楽章／ホルスト　"惑星"より木星／あなたも指揮者コーナ

ー／ボルザーク　交響曲第９番”新世界より”第２楽章／チャイコフスキー　"くるみ割り人形"より
H 18.11. 4 中国武漢市友好記念演奏会 武漢市青少年宮 

（中国）
西田博 チャイコフスキー　交響曲第４番／ブルッフ　ヴァイオリン協奏曲第１番（Vn独奏：Yang Tianwa）／ベ

ルリオーズ　ローマの謝肉祭
H 18.11.19 第30回定期演奏会 iichikoグランシアタ 西田博 チャイコフスキー　交響曲第４番／ブルッフ　ヴァイオリン協奏曲第１番（Vn独奏：川瀬麻由美）／ベル

リオーズ　ローマの謝肉祭
H 19. 6. 3 2007年ファミリーコンサート 

「出かけよう音楽の旅へ 
Around the World」

iichikoグランシアタ 山本祐ノ介 ウエーバー　序曲「魔弾の射手」／外山雄三　管弦楽のためのラプソディー／ガーシュイン　ラプソディ
ー・イン・ブルー（Pf 後藤秀樹）／あなたも指揮者コーナー「カルメン組曲」より”闘牛士”

H 19. 7. 1 第24回芸館移動演奏会 宇佐文化会館 松尾英一 ウエーバー　序曲「魔弾の射手」／外山雄三　管弦楽のためのラプソディー／ガーシュイン　ラプソディ
ー・イン・ブルー（Pf 後藤秀樹）／あなたも指揮者コーナー「カルメン組曲」より”闘牛士”

H 19. 9.20 大分県民オペラ iichikoグランシアタ 山田啓明 大分県民オペラ「白蓮」原嘉壽子作曲
H 19.11.25 第31回定期演奏会 iichikoグランシアタ 山田啓明 ドヴォルザーク 交響曲第９番「新世界より」／モーツァルト 交響曲第３５番「ハフナー」／モーツァルト 

歌劇「後宮よりの逃走」序曲
H 20. 6.29 2008年ファミリーコンサート 

「Music on Cinema」
iichikoグランシアタ 田久保裕一 パイレーツ・オブ・カリビアン／オペラ座の怪人／モーツァルト　ピアノ協奏曲 第２１番 第２楽章より／

ショパン　ピアノ協奏曲 第１番 第１楽章より（Pf 西佳奈子）／「天国と地獄」序曲／フィンランディア
H 20. 7.13 第25回芸館移動演奏会 アスト国東 松尾英一 パイレーツ・オブ・カリビアン／オペラ座の怪人／モーツァルト　ピアノ協奏曲 第２１番 第２楽章より／

ショパン　ピアノ協奏曲 第１番 第１楽章より（Pf 西佳奈子）／「天国と地獄」序曲／フィンランディア
H 20.11.16 第32回定期演奏会 

創立45周年記念演奏会
iichikoグランシアタ 西田博 ムソルグスキー　交響詩「禿げ山の一夜」／ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第２番（Pf 藤澤玲子）／ショス

タコーヴィチ　交響曲第５番
H 21. 6. 7 2009年ファミリーコンサート 

「音楽と舞踏」
iichikoグランシアタ 山本祐ノ介 Ｊ．シュトラウス 皇帝円舞曲／ボロディン 歌劇イーゴリ公より「ダッタン人の踊り」／ウェーバー 舞踏

への勧誘（ベルリオーズ編）／ハチャトゥリアン ガイーヌ組曲より「剣の舞」「ララバイ」「レスギン
カ」／チャイコフスキー 白鳥の湖より「情景」「ワルツ」「四羽の白鳥の踊り」「ハンガリーの踊り」
「スペインの踊り」「終曲（全曲版より）」

H 21. 8.23 第26回芸館移動演奏会 パトリア日田 田久保裕一 フンパーディンク　「ヘンゼルとグレーテル」序曲／Ｊ．シュトラウス　「トリッチトラッチポルカ」、
「皇帝円舞曲」／オッフェンバック　「天国と地獄」序曲より カンカン踊り／チャイコフスキー　白鳥の
湖より（お話付き）他

H 21.11.15 第33回定期演奏会 iichikoグランシアタ 田久保裕一 フンパーディンク　「ヘンゼルとグレーテル」序曲／ベートーベン ピアノ協奏曲第５番「皇帝」（Pf杉目
奈央子）／ブラームス 交響曲第１番

H 22. 6.13 2010年ファミリーコンサート 
「カルメン」

iichikoグランシアタ 山田啓明 モーツァルト ドン・ジョヴァンニ 序曲／ベートーヴェン エグモント序曲／ロッシーニ セヴィリアの理髪
師 序曲／ビゼー 「カルメン」より

H 22. 6.20 第27回芸館移動演奏会 杵築市文化体育館 松尾英一 モーツァルト ドン・ジョヴァンニ 序曲／ベートーヴェン エグモント序曲／ロッシーニ セヴィリアの理髪
師 序曲／ビゼー 「カルメン」より

H 22.11.14 第34回定期演奏会 iichikoグランシアタ 西田博 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第５番「トルコ風」／ リスト　「レ・プレリュード」／ベートーヴェン　
交響曲第７番

H 23.6.5 2011年ファミリーコンサート 
「えんそく」

iichikoグランシアタ 山本祐ノ介 ワーグナー「マイスタージンガー」前奏曲／ボロディン 中央アジアの草原にて／山本直純 管弦楽と児童合
唱のための「えんそく」（アンジェルス児童合唱団）／チャイコフスキー「眠りの森の美女」組曲より／
ドリーブ「コッペリア」組曲より

H 23.6.19 第28回芸館移動演奏会 津久見市民会館 松尾英一 ワーグナー「マイスタージンガー」前奏曲／ボロディン 中央アジアの草原にて／山本直純 管弦楽と児童合
唱のための「えんそく」（津久見樫の実少年少女合唱団）／チャイコフスキー「眠りの森の美女」組曲よ
り／ドリーブ「コッペリア」組曲より

H 23.11.27 第35回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ブラームス ハンガリー舞曲５,６,７番／ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲(Vn 川瀬麻
由美 / Vc 北口大輔)／チャイコフスキー 交響曲第６番 「悲愴」

H 24.6.17 2012ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 田久保裕一 スッペ 「詩人と農夫」／ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」より／ブルッフ 「スコットランド幻想曲」
(Vn 廣津留すみれ)／アイレンベルク 森の水車／スメタナ 我が祖国より「モルダウ」

H 24.11.11 第36回定期演奏会 
フランスオペラへの誘い

iichikoグランシアタ 中田昌樹 サンサーンス 交響曲第３番「オルガン付き」（Org.福田のぞみ）／サンサーンス オペラ「サムソンとデリ
ラ」より 
サムソン： 後田翔平（テノール） 
デリラ　 ： マリアンヌ・デラキャサグランド（メゾ・ソプラノ）

H 25.7.20 ホルトホール大分 落成記念演奏会 ホルトホール大分 森口真司 三枝成彰 チェロ協奏曲「王の挽歌」／ワーグナー「マイスタージンガー 前奏曲」 
Vc独奏 宮田大

H 25.7.28 大分市誕生１００年記念祝賀音楽会 ホルトホール大分 山田啓明 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」／「大分市歌」 
ソプラノ 野村高子、アルト 愛甲久美、テノール 中村弘人、バリトン 安藤常光

H 25.11.24 創立50周年記念第37回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ベルリオーズ 幻想交響曲／エロール 歌劇「ザンパ」序曲／フランク 交響的変奏曲 （ピアノ独奏 石山聡）
H 26.6.22 2014ファミリーコンサート 

「魔法とファンタジー」
iichikoグランシアタ 森口真司 モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲／ムソルグスキー R.コルサコフ編 交響詩「はげ山の一夜」／デュカス 魔

法使いの弟子／フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」（ヘンゼル 大野明美、グレーテル 清家
麻衣、魔女 愛甲久美）

H 26.11.24 第38回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ベートーヴェン エグモント序曲／ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番（Pf：杉目奈央子）／ブラームス 交
響曲第2番

H 26.12.19 大分市・武漢市交流35周年記念訪中演奏会 
＜単独演奏＞

武漢市琴台音楽ホール 森口真司 ベートーヴェン エグモント序曲／ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番（Pf：杉目奈央子）／ブラームス 交
響曲第2番

H 26.12.20 大分市・武漢市交流35周年記念訪中演奏会＜ 
合同演奏＞

武漢市琴台音楽ホール 劉鵬 合同演奏：ベートーヴェン 交響曲第5番

H 27.7.5 2015ファミリーコンサート「真夏の夜の夢」 iichikoグランシアタ 田久保裕一 メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」より／ウェーバー　「オベロン」序曲／シュトラウス　「南国のバ
ラ」／シベリウス　「カレリア組曲」

H 27.11.23 第39回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ワーグナー 歌劇「リエンツィ」序曲／サンサーンス ヴァイオリン協奏曲第３番（ヴァイオリン独奏： 伊
藤博仁）／チャイコフスキー 交響曲第５番

H 28.2.28 第９回大分市ふるさとコンサート コンパルホール 松尾英一 ①指揮：橋本和則 シューベルト「ロザムンデ序曲」／②トランペット：羽賀ほのか ハイドン「トランペッ
ト協奏曲」／③バリトン：新見準平 モーツァルト 魔笛より「おいらは鳥刺し」、フィガロの結婚より
「伯爵のアリア」、ビゼー カルメンより「闘牛士の歌」、滝廉太郎「荒城の月」／④ピアノ：藤澤菜那 モ
ーツァルト「ピアノ協奏曲第20番」

H 28.6.26 2016ファミリーコンサート 
「みんなのクラシック」

iichikoグランシアタ 山田啓明 チャイコフスキー バレエ組曲 「白鳥の湖」より「情景」／ 「くるみ割り人形」より「行進曲」、「アシ
笛の踊り」、「花のワルツ」／ベートーヴェン 交響曲5番（1楽章）／ブラームス ハンガリー舞曲より第5
番、第6番 マスカーニ カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲／ベートーヴェン アテネの廃墟（トルコ行進
曲）／ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」（2楽章の一部、4楽章） ／エルガー 威風堂々1番／ヘ
ルマン・ネッケ クシコスポスト

H 28.11.13 第40回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲／ラフマニノフ 「パガニーニの主題による狂詩曲」／ブラームス 
交響曲第４番

H 29.6.11 2017ファミリーコンサート 
「太鼓舞うオーケストラ」

iichikoグランシアタ 永野哲 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」／ハイドン 交響曲第100番「軍隊」より／プロコフィエフ ロメオ
とジュリエットより／ボロディン ダッタン人の踊り／ポンキエッリ「時の踊り」／チャイコフスキー 祝典
序曲「1812年」

H 29.11.19 第41回定期演奏会 iichikoグランシアタ 山田啓明 ドボルザーク 交響曲第８番／シューベルト 交響曲第８番「未完成」／ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」
序曲

H 30.5.13 2018ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 森口真司 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」／ハチャトリアン 「スパルタクス」組曲第1番／ベートーヴェン 交
響曲第5番「運命」
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H 30.11.4 国民文化祭「オーケストラと合唱の祭典」 iichikoグランシアタ 森口真司 マーラー 交響曲第2番「復活」 
ソプラノ：林満理子 
アルト：愛甲久美

2019/6/2 2019ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 山田啓明 ファリャ 恋は魔術師より火祭りの踊り／バルトーク ルーマニア民族舞曲／シュトラウス ウィーンの森の
物語／ホルスト 惑星より火星 木星／ファリャ 三角帽子

2019/10/20 第42回定期演奏会 iichikoグランシアタ 山田啓明 フランク 交響曲ニ短調／チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲／シャブリエ 狂詩曲「スペイン」  
Vn独奏 ： 廣津留すみれ

2020/6/21 2020ファミリーコンサート - - 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
2020/11/8 第43回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」／ヴェルディ ナブッコ序曲／チャイコフスキー ロメオとジュリエッ

ト
2021/6/27 2021ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 森口真司 ジョンウイリアム「スターウォーズ組曲」／バーバー「弦楽のためのアダージョ」／バーンスタイン「キャ

ンディード序曲」／アンダーソン「プリンクプランクプルンク」他
2021/11/21 第44回定期演奏会 

～フランス音楽の愉しみ～
iichikoグランシアタ 中田昌樹 サンサーンス 「死の舞踏」／交響曲第3番「オルガン付」／ダンディ 「フランスの山人の歌による交響

曲」
2022/6/26 2022ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 森口真司 ベルリオーズ ラコッツイ行進曲／レハール メリーウイドウのワルツ／リスト ハンガリー狂詩曲2番／バル

トーク ハンガリーの風景／コダーイ ハーリ・ヤーノシュ組曲（ツィンバロン：斎藤浩）
2022/11/27 第45回定期演奏会 iichikoグランシアタ 森口真司 ワーグナー オペラ「神々の黄昏」より「夜明けとジークフリートのラインへの旅」「ジークフリートの葬

送行進曲」「ブリュンヒルデの自己犠牲（フィナーレ）」／ブルックナー 交響曲第9番
2023/2/5 第16回大分市ふるさとコンサート コンパルホール 比嘉大毅 J.S.バッハ 管弦楽組曲第2番 ロ短調BWV1067 福角陸／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より（1,3楽章）長石篤志・道子／ウェーバー クラリネット協奏曲第2番 変ホ長
調 作品74 倉堀翔／シューマン ピアノ協奏曲イ短調 作品54 吉元優喜乃
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