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vol.63 202011 「新しい耳」第27回テッセラ音楽祭第１夜 松平敬×中川賢一～冬の旅～ サロン・テッセラ 戸ノ下達也

vol.63 202011 ヘンデル： 歌劇 《リナルド》 東京オペラシティ コンサートホール 藤堂清

vol.63 202011 TRIBUTE TO MIYOSHI「三善 晃 マリンバの世界」 トッパンホール 西村紗知

vol.63 202011 Salicus Kammerchor演奏会 J. S. バッハの教会カンタータ 日本福音ルーテル東京教会（オンライン配信） 大河内文恵

vol.63 202011 特別公演 本山秀毅×びわ湖ホール声楽アンサンブル《マタイ受難曲》 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 西澤忠志

vol.63 202011 NISSAY OPERA 2020 特別編 《ルチア～あるいはある花嫁の悲劇～》 日生劇場 藤堂清

vol.63 202011 藤倉大 オペラ《アルマゲドンの夢》 新国立劇場 能登原由美

vol.63 202011 藤倉大 オペラ『アルマゲドンの夢』 新国立劇場 齋藤俊夫

vol.63 202011 パラグナ・グループによるガムラン曼荼羅“響きの回廊へ” トーキョーコンサーツ・ラボ 齋藤俊夫

vol.63 202011 NHK交響楽団 11月公演 東京芸術劇場 東京芸術劇場 谷口昭弘

vol.63 202011 フランス・バロック・オペラの栄華 北とぴあさくらホール 藤堂清

vol.63 202011 池辺晋一郎歌曲コンサート トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知

vol.63 202011 須川展也 plays J.S.BACH サクソフォン・ソロ・リサイタル 紀尾井ホール 戸ノ下達也

vol.63 202011 小菅優 ピアノリサイタル Four Elements Vol. 4 Earth 東京オペラシティ コンサートホール 大河内文恵

vol.63 202011 久末航 ピアノ・リサイタル 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 能登原由美

vol.62 202010 落合陽一×日本フィル プロジェクトVOL. 4《__する音楽会》 オンライン視聴 能登原由美

vol.62 202010 京都コンサートホール×ニュイ・ブランシュ KYOTO 2020『ながれ うつろう 水・線・音』 京都コンサートホール１階エントランスホール 能登原由美

vol.62 202010 新国立劇場 ブリテン：《夏の夜の夢》 新国立劇場 藤堂清

vol.62 202010 シンフォニエッタ静岡 第１回関西定期公演（第62回定期公演） 住友生命いずみホール 佐藤馨

vol.62 202010 能「隅田川」X オペラ ブリテン「カーリュー・リヴァー」連続上演「幻（GEN）」 よこすか芸術劇場 齋藤俊夫

vol.62 202010 トリオ・ヴェントゥス リサイタル 東京文化会館小ホール 丘山万里子

vol.62 202010 荒井里桜ヴァイオリン・リサイタル トッパンホール 戸ノ下達也

vol.62 202010 山澤慧無伴奏チェロリサイタル マインドツリーVol.6 バッハツィクルス1 トーキョーコンサーツ・ラボ 齋藤俊夫

vol.62 202010 NHK交響楽団10月公演 東京芸術劇場コンサートホール 西村紗知

vol.62 202010 ショーロクラブ＆おおたか静流、アン・サリーsing 武満徹ソングス たましんRISURUホール 戸ノ下達也

vol.62 202010 新日本フィルハーモニー交響楽団 第626回 定期演奏会トパーズ＜トリフォニー・シリーズ＞ すみだトリフォニーホール 大ホール 西村紗知
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vol.61 202009 東京二期会オペラ劇場 ベートーヴェン生誕250周年記念公演《フィデリオ》 新国立劇場オペラパレス 藤堂清

vol.61 202009 日本フィルハーモニー交響楽団 第723回東京定期演奏会＜秋季＞ サントリーホール 西村紗知

vol.61 202009 オペラシアターこんにゃく座公演 オペラ『末摘花』 俳優座劇場 齋藤俊夫

vol.61 202009 The 箏 KOTO 第１回 箏はじめ JTアートホールアフィニス 西村紗知

vol.61 202009 紀尾井ホール室内管弦楽団 第123回定期演奏会 紀尾井ホール 西村紗知

vol.61 202009 兵庫芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 佐藤馨

vol.61 202009 アンサンブル・ノマド第69回定期演奏会 ともに生きるVol.1～うたう過去、うたう土～ 東京オペラシティリサイタルホール 齋藤俊夫

vol.61 202009 藤田真央 ピアノ・リサイタル 東京オペラシティコンサートホール 谷口昭弘

vol.61 202009 ながらの座・座 庭と音楽2020 ながらの座・座 丘山万里子

vol.61 202009 庭と音楽2020 吉田誠クラリネット・コンサート「風の息、呼吸する音 藤原道山・吉田誠」 ながらの座・座 能登原由美

vol.61 202009 池辺晋一郎大全集プロジェクト Vol.5 教育楽器による現代作品 トーキョーコンサーツ・ラボ 齋藤俊夫

vol.61 202009 ベアータ・ムジカ・トキエンシス 第9回公演 スカンデッロ「ヨハネ受難曲」～16世紀ドレスデン宮廷 ルター派の受難曲とモテット 日本福音ルーテル小石川教会 大河内文恵

vol.60 202008 日本センチュリー交響楽団 ハイドンマラソンHM.20 ザ・シンフォニーホール 佐藤馨

vol.60 202008 アミティ・カルテット弦楽四重奏リサイタル JTアートホールアフィニス 齋藤俊夫

vol.60 202008 毛利文香&田原綾子&笹沼樹／ラ・ルーチェ弦楽八重奏団
トッパンホール／

東京文化会館小ホール
丘山万里子

vol.60 202008 サントリーホールサマーフェスティバル2020 サントリーホール大ホール／ブルーローズ 齋藤俊夫

vol.60 202008 サントリーホールサマーフェスティバル2020 オーケストラ スペース XXI-1 サントリーホール大ホール 西村紗知

vol.60 202008 Bach and Beyond 無伴奏ヴァイオリンの300年間 札幌コンサートホールKitara 多田圭介

vol.60 202008 東京文化会館オペラBOX《アマールと夜の訪問者》 東京文化会館小ホール 藤堂清

vol.60 202008 みなとみらいクラシック・マチネ 横浜みなとみらいホール 大ホール 谷口昭弘

vol.60 202008 ランチタイム・コンサート vol.10「華麗とエレガンスとポエジー―ロマン派ピアノ曲の精髄を味わう―」 住友生命いずみホール 佐藤馨
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vol.59 202007 いずみシンフォニエッタ大阪第44回定期演奏会 住友生命いずみホール 能登原由美

vol.59 202007 川口成彦 フォルテピアノリサイタル ～グレーバーで聴く１９世紀初期ピアノ名曲集 vol. ２～ 自由学園明日館講堂 大河内文恵

vol.59 202007 東京シンフォニエッタ 第47回定期演奏会 東京文化会館小ホール 齋藤俊夫

vol.59 202007 東京シンフォニエッタ 第47回定期演奏会 東京文化会館小ホール 西村紗知

vol.59 202007 東京二期会スペシャル・オペラ・ガラ・コンサート 希望よ、来たれ！ 東京文化会館 大ホール 藤堂清

vol.59 202007 東京都交響楽団 都響スペシャル2020(7/12) サントリーホール 齋藤俊夫

vol.59 202007 本村睦幸＋ジュゴンボーイズ オンラインコンサート ※オンラインコンサート 大河内文恵

vol.59 202007 日本テレマン協会第270回定期演奏会 大阪市中央公会堂 中集会室 能登原由美

vol.59 202007 川島素晴 plays… vol.2 “無音” 旧東京音楽学校奏楽堂 丘山万里子

vol.58 202006 ＠調布国際音楽祭 オンライン開催 能登原由美

vol.58 202006 東京フィルハーモニー交響楽団第938回オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール 齋藤俊夫

vol.58 202006 New Message from 明日館 様々な笛の音で綴るヨーロッパ諸国巡り 自由学園明日館講堂 大河内文恵

vol.58 202006 関西フィルハーモニー管弦楽団第311回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 能登原由美

vol.58 202006 エンヴェロープ弦楽四重奏団 ベートーヴェン2020 第2回公演 カフェ・モンタージュ（ブロードキャスト配信） 小石かつら

vol.58 202006 シャイニング・シリーズVol.7 東京音楽コンクール入賞者による「テノールの響宴」 東京文化会館 大ホール 藤堂清

vol.58 202006 クァルテット・エクセルシオ 第13回札幌定期演奏会 札幌コンサートホールKitara 多田圭介

vol.57 202005 ※2020年5月に行われた公演のレビューはありません。

vol.56 202004 ※2020年4月に行われた公演のレビューはありません。

vol.55 202003 井上郷子ピアノリサイタル#29 ～松平頼則・松平頼暁ピアノ作品集 東京オペラシティ・リサイタルホール 西村紗知

vol.55 202003 坂本光太チューバリサイタル vol.2 V・グロボカール作品演奏会 北千住BUoY 西村紗知

vol.55 202003 アンドラーシュ・シフ ピアノ・リサイタル いずみホール（大阪） 柿木伸之

vol.55 202003 緊急特別企画｜びわ湖ホールプロデュースオペラ「ニーベルングの指環」第3日《神々の黄昏》 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 能登原由美

vol.55 202003 ヴォクスマーナ＆川島素晴[ヴォクスマーナ第43回定期演奏会／川島素晴 plays… vol.1 “肉体”]
豊洲シビックセンターホール／

杉並公会堂小ホール
丘山万里子
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vol.54 202002 グザヴィエ・ロト=都響スペシャル サントリーホール 藤原聡

vol.54 202002 コンティヌオ・ギルド（通奏低音組合）第5回公演 息吹き～ギャラント音楽を彩る通奏低音の世界～ 近江楽堂 大河内文恵

vol.54 202002 橋本晋哉チューバリサイタル 杉並公会堂小ホール 西村紗知

vol.54 202002 ミシェル・ダルベルト～ドビュッシー前奏曲集～ 王子ホール 藤原聡

vol.54 202002 ディートリヒ・ヘンシェル（バリトン）《美しき水車小屋の娘》 東京文化会館小ホール 藤堂清

vol.54 202002 日本の作曲家2020 JFCニューカマーズ「神田佳子と仲間たちによる打楽器作品展」 東京オペラシティリサイタルホール 齋藤俊夫

vol.54 202002 高崎芸術劇場開館記念 パーヴォ・ヤルヴィ&NHK交響楽団 高崎公演 高崎芸術劇場 大劇場 藤原聡

vol.54 202002 オペラシアターこんにゃく座公演 オペラ『イワンのばか』 あうるすぽっと 齋藤俊夫

vol.54 202002 イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル サントリーホール 谷口昭弘

vol.54 202002 本村睦幸リコーダーシリーズ第13回 ヴァレンタインの日に ヴァレンタインのソナタ 近江楽堂 大河内文恵

vol.54 202002 新国立劇場 ロッシーニ：《セビリアの理髪師》 新国立劇場 藤堂清

vol.54 202002 細川俊夫 オペラ《松風》 JMSアステールプラザ中ホール（能舞台） 能登原由美

vol.54 202002 B→C 山澤慧チェロリサイタル 東京オペラシティリサイタルホール 丘山万里子

vol.54 202002 B→C 山澤慧チェロリサイタル 東京オペラシティリサイタルホール 齋藤俊夫

vol.54 202002 東京二期会オペラ劇場公演 ヴェルディ：《椿姫》 東京文化会館 藤堂清

vol.54 202002 東京芸術劇場シアターオペラvol.13 ヴェルディ／歌劇《ラ・トラヴィアータ》 東京芸術劇場 藤堂清

vol.54 202002 関西二期会第92回オペラ公演《カヴァレリア・ルスティカーナ》《パリアッチ(道化師)》 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール 能登原由美

vol.54 202002 オーケストラ・ニッポニカ 第36回演奏会 紀尾井ホール 西村紗知

vol.54 202002 桐畑奈央帰国記念演奏会 リコーダーで奏でるナポリと南イタリアの原風景 近江楽堂 大河内文恵

vol.53 202001 フランチェスコ・ドゥランテ ナポリ、対位法の魔術師 近江楽堂 大河内文恵

vol.53 202001 堺シティオペラ第34回定期公演《アイーダ》 フェニーチェ堺 能登原由美

vol.53 202001 フラックス弦楽四重奏団コンサート1. ≪系譜≫ 現代を生きる音楽Ⅱ −New Sounds from NY− 神奈川県民ホール 小ホール 谷口昭弘

vol.53 202001 工藤あかね&松平敬 Voice Duo vol.2 あいうえお 近江楽堂 齋藤俊夫

vol.53 202001 日本オペラ協会公演「紅天女」 Bunkamuraオーチャードホール 西村紗知

vol.53 202001 《大地の歌》～紀尾井ホール室内管弦楽団によるアンサンブルコンサート 5 紀尾井ホール 藤堂清

vol.53 202001 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第330回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール 齋藤俊夫

vol.53 202001 《サイレンス》（原作：川端康成「無言」） ロームシアター京都 能登原由美

vol.53 202001 NHK交響楽団 第1932回 定期公演 プログラムB サントリーホール 藤原聡
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vol.53 202001 エサ=ペッカ･サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団 東京芸術劇場コンサートホール 藤堂清

vol.53 202001 東京芸術劇場 海外オーケストラシリーズ サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団 東京芸術劇場 コンサートホール 藤原聡

vol.53 202001 東京交響楽団第677回定期演奏会 指揮：飯森範親 サントリーホール 藤原聡

vol.53 202001 ボーダーレス室内オペラ「サイレンス」 神奈川県立音楽堂 西村紗知

vol.53 202001 カルテット・アマービレ BRAHMS Plus〈１〉 Hakuju Hall 藤原聡

vol.52 201912 コンテンポラリー・デュオ 村田厚生＆中村和枝 vol.6 杉並公会堂小ホール 齋藤俊夫

vol.52 201912 コンテンポラリー・デュオ 村田厚生＆中村和枝 vol.6 杉並公会堂小ホール 西村紗知

vol.52 201912 大村博美 ソプラノ リサイタル トッパンホール 藤堂清

vol.52 201912 吉村七重～二十絃箏で紡ぐ「音の詩・ことばの詩」 霞が関ナレッジスクエア 齋藤俊夫

vol.52 201912 砂川涼子 ソプラノ・リサイタル 紀尾井ホール 藤堂清

vol.52 201912 Now may we Syngyn 中世イギリスのキャロル 近江楽堂 大河内文恵

vol.52 201912 CROSSINGS ~ TOKYO x SEOUL, DANCE x MUSIC ~ トーキョーコンサーツ・ラボ 齋藤俊夫

vol.52 201912 東京芸術劇場 presents 井上道義&読売日本交響楽団 東京芸術劇場コンサートホール 藤原聡

vol.52 201912 佐藤晴真 チェロ・リサイタル 紀尾井ホール 丘山万里子

vol.52 201912 小倉貴久子のモーツァルトのクラヴィーアのある部屋 第40回記念公演 第一生命ホール 藤堂清

vol.52 201912 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 第354回 定期演奏会 みなとみらいシリーズ 横浜みなとみらいホール 谷口昭弘

vol.52 201912 東京シンフォニエッタ 第46回定期演奏会 トッパンホール 西村紗知

vol.52 201912 いずみホール・オペラ2019《ピグマリオン》 いずみホール 能登原由美

vol.52 201912 オリーブ・コンソート リコーダーによる作法(ジェスティ)の新旧 東京文化会館小ホール 大河内文恵

vol.52 201912 東京都交響楽団 第894回 定期演奏会Bシリーズ サントリーホール 藤原聡

vol.52 201912 特別演奏会 auカブコム証券presents「第9」2019 サントリーホール 藤原聡
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