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vol.87 202211 ファビオ・ビオンディ＆エウローパ・ガランテ 王子ホール 藤堂 清

vol.87 202211 BBC Proms JAPAN 2022 Bunkamuraオーチャードホール 小島広之

vol.87 202211 エクス・ノーヴォvol. 16 カヴァリエーリ《魂と肉体の劇》 劇場 東京・両国 シアターX(カイ) 大河内文恵

vol.87 202211 ナタリー・デセイ (ソプラノ) ＆ フィリップ・カサール (ピアノ) 東京オペラシティコンサートホール 藤堂 清

vol.87 202211 KDDIスペシャル アンドリス・ネルソンス指揮 ボストン交響楽団 横浜みなとみらいホール 小島広之

vol.87 202211 NHK交響楽団2022年11月定期公演Aプログラム NHKホール 齋藤俊夫

vol.87 202211 ラジオ・オペラートの夕べ 渋谷 Li-Po 西村紗知

vol.87 202211 新国立劇場《ボリス・ゴドゥノフ》 新国立劇場 オペラパレス 大河内文恵

vol.87 202211 新国立劇場『ボリス・ゴドゥノフ』全4幕（本公演のための場面構成による） 新国立劇場オペラパレス 柿木伸之

vol.87 202211 故入野義朗生誕100+1周年記念コンサート 東京文化会館小ホール 齋藤俊夫

vol.87 202211 マーク・パドモア＆内田光子 デュオリサイタル 東京オペラシティコンサートホール 藤堂 清

vol.87 202211 JOHN CAGE / DAVID TUDOR 京都芸術センター フリースペース・講堂 西澤忠志

vol.87 202211 ヴァレリー・アファナシエフTIME 第2年（3回シリーズ） 王子ホール 西村紗知

vol.87 202211 ロナルド・ブラウティハム トッパンホール 丘山万里子

vol.86 202210 シューベルト三大歌曲 プレガルディエン＆ゲース トッパンホール 藤堂 清

vol.86 202210 新国立劇場『ジュリオ・チェーザレ』全3幕〈イタリア語上演／日本語及び英語字幕付〉 新国立劇場 秋元陽平

vol.86 202210 神奈川県民ホール開館50周年記念オペラシリーズVol.1『浜辺のアインシュタイン』 神奈川県民ホール大ホール 齋藤俊夫

vol.86 202210 サー・サイモン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団 日本ツアー2022 東京芸術劇場 コンサートホール 秋元陽平

vol.86 202210 ベルチャ・クァルテット トッパンホール 丘山万里子

vol.86 202210 ペデルツォーリの音楽劇～祝典音楽劇「音楽・絵画・詩」を中心に～ 日本福音ルーテル東京教会 大河内文恵

vol.86 202210 アンサンブル室町15周年記念演奏会「会話kaiwa」 武蔵野市民文化会館小ホール 西村紗知

vol.86 202210 中木健二＆エリック・ル・サージュ Hakuju Hall 丘山万里子

vol.86 202210 ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響楽団 名曲全集第180回 ミューザ川崎シンフォニーホール 齋藤俊夫

vol.86 202210 藤田真央 モーツァルト ピアノ・ソナタ全曲演奏会 第4回（全5回） 王子ホール 西村紗知

vol.86 202210 ヴィジョン弦楽四重奏団 王子ホール 丘山万里子

vol.86 202210 田中聰ピアノ作品個展 トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知
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vol.85 202209 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第354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.85 202209 Orchestra Juvenalis Chapel Concert 湘南セント ラファエロ チャペル 大河内文恵

vol.85 202209 札幌交響楽団 森の響（うた）フレンド札響名曲コンサート「下野竜也の三大交響曲」 札幌コンサートホールKitara 多田圭介

vol.85 202209 Anthonello Recorder Consort Tour 2022 五反田文化センター 音楽ホール 大河内文恵

vol.85 202209 ルーシー・ホルシュ＆トーマス・ダンフォード デュオ・コンサート 浜離宮朝日ホール 藤堂 清

vol.85 202209 東京都交響楽団第958回定期演奏会Bシリーズ サントリーホール 齋藤俊夫

vol.85 202209 坂本光太×和田ながら「ごろつく息」京都公演 UrBANGUILD 田中 里奈

vol.85 202209 ザ・フェニックスホールに集うトップアンサンブルシリーズ2022-2023《アタッカ・クァルテット》 あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール 神谷ハヤト

vol.85 202209 Antonio Caldara Kinen Ensemble Presents 知られざる名曲を求めてVol. 2 アレッサンドロ・スカルラッティ器楽付き室内カンタータ HAKUJU HALL 大河内文恵

vol.85 202209 山澤慧無伴奏チェロリサイタル マインドツリーvol.8 トーキョーコンサーツ・ラボ 齋藤俊夫

vol.85 202209 紀尾井ホール室内管弦楽団 第132回定期演奏会 トレヴァー・ピノック 首席指揮者就任記念公演 紀尾井ホール 秋元陽平

vol.85 202209 アレクサンドラ・ ドヴガン ピアノ・リサイタル 紀尾井ホール 丘山万里子

vol.85 202209 東京都交響楽団第959回定期演奏会Aシリーズ 東京文化会館 大ホール 西村紗知

vol.84 202208 Ensemble Toneseek Vol.1 第一回演奏会 ～ 夏の五重奏 ～ トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知

vol.84 202208 第50回サントリー音楽賞受賞記念コンサート 高関健（指揮） サントリーホール大ホール 齋藤俊夫

vol.84 202208 〈異才たちのピアニズム 8〉トーマス・ヘル（ピアノ） トッパンホール 西村紗知

vol.84 202208 サントリーホールサマーフェスティバル2022 8/22～26 サントリーホール大ホール／ブルーローズ 齋藤俊夫

vol.84 202208 藤木大地リサイタル  ～カウンターテナーとの出逢い～ 浜離宮朝日ホール 藤堂 清

vol.83 202207 新国立劇場 ペレアスとメリザンド 新国立劇場 秋元陽平

vol.83 202207 神奈川県立音楽堂 シリーズ「新しい視点」紅葉坂プロジェクト Vol.1 神奈川県立音楽堂 齋藤俊夫

vol.83 202207 ソニア・ヨンチェヴァ ソプラノ・コンサート 東京文化会館大ホール 藤堂 清

vol.83 202207 ジョーバン・バロック・アンサンブル第31回演奏会 女性作曲家たちの肖像 日暮里サニーホール コンサートサロン 大河内文恵

vol.83 202207 湯浅譲二の肖像 水戸芸術館コンサートホールATM 齋藤俊夫

vol.83 202207 神奈川県立音楽堂 シリーズ「新しい視点」ダブルポートレイト・フォー・マリンバ・アンド・ザ・フューチャー 神奈川県立音楽堂 齋藤俊夫

vol.83 202207 シリーズ『新しい視点』「ダブルポートレイト・フォー・マリンバ・アンド・ザ・フューチャー」 神奈川県立音楽堂 加納遥香

vol.83 202207 ワーグナー：パルジファル 東京二期会オペラ劇場 東京文化会館 大ホール 藤堂 清

vol.83 202207 ハイドン：《天地創造》– バッハ・コレギウム・ジャパン 第150回定期演奏会 東京オペラシティ コンサートホール 藤堂 清

vol.83 202207 アレハンドロ・ヴィニャオ Portrait for Percussion 2022 サントリーホール ブルーローズ 西村紗知

vol.83 202207 Bona Musica Membra 第2回主催定期公演 Abend Musik Vol. 1 日本福音ルーテル東京教会 大河内文恵
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vol.82 202206 ロレンツォ・ギエルミ オルガン リサイタル 神奈川県民ホール 小ホール 大河内文恵

vol.82 202206 NHK交響楽団 第1961回 定期公演 Bプログラム サントリーホール 秋元陽平

vol.82 202206 フィディアス・トリオ / Phidias Trio vol.5 “Connect the Dots” 杉並公会堂 小ホール 西村紗知

vol.82 202206 荘村清志 福田進一 鈴木大介 大萩康司《DUOxDUO》 トッパンホール 齋藤俊夫

vol.82 202206 太田真紀＆山田岳×Cabinet of Curiosities：a quiet space としま区民センター 小ホール 小島広之

vol.82 202206 太田真紀＆山田岳 Cabinet of Curiosities《a quiet space》 としま区民センター 小ホール 齋藤俊夫

vol.82 202206 エリーナ・ガランチャ リサイタル2022 すみだトリフォニーホール 藤堂 清

vol.81 202205 B→C［242］森野美咲ソプラノリサイタル 東京オペラシティ リサイタルホール 藤堂 清

vol.81 202205 クリストフ・ヴィリバルト・グルック：オルフェオとエウリディーチェ  新国立劇場 オペラパレス 藤堂 清

vol.81 202205 古楽アンサンブル エクス・ノーヴォ vol. 15 《ラ・ペッレグリーナ》のインテルメディオ ミレニアムホール 大河内文恵

vol.81 202205 〈コンポージアム2022〉ブライアン・ファーニホウの音楽 東京オペラシティ コンサートホール 西村紗知

vol.81 202205 コンポージアム2022「ブライアン・ファーニホウの音楽」 東京オペラシティ コンサートホール 齋藤俊夫

vol.81 202205 森谷真理＆大西宇宙 Viva Verdi! II 中期 トッパンホール 藤堂 清

vol.81 202205 日本フィルハーモニー交響楽団第740回東京定期演奏会 サントリーホール 齋藤俊夫

vol.81 202205 広島交響楽団第421回定期演奏会 広島文化学園HBGホール 柿木伸之

vol.80 202204 東京・春・音楽祭 2022 ベンジャミン・ブリテンの世界 IV 20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 東京文化会館 大ホール 秋元陽平

vol.80 202204 東京春祭 歌曲シリーズ vol.32 エギルス・シリンス＆マールティンシュ・ジルベルツ 東京文化会館 小ホール 藤堂 清

vol.80 202204 『明日の記憶』桒形亜樹子チェンバロリサイタル2022 ムジカーザ 西村紗知

vol.80 202204 清虚洞一絃琴流祖徳弘太橆 没後100年記念 一絃琴『楽仙から現代へ』 紀尾井小ホール 加納遥香

vol.80 202204 東京春祭 歌曲シリーズ vol.28 マルクス・アイヒェ＆クリストフ・ベルナー 東京文化会館 小ホール 藤堂 清

vol.80 202204 NHK交響楽団 第1955回 定期公演 池袋Cプログラム 東京芸術劇場 コンサートホール 秋元陽平

vol.80 202204 ゴーティエ・カプソン（チェロ） トッパンホール 西村紗知

vol.80 202204 東京春祭ディスカヴァリー・シリーズvol.8 パウル・ヒンデミット 飛行船シアター（旧 上野学園石橋メモリアルホール） 西村紗知

vol.80 202204 CDヘンリー・パーセル歌曲集《美しき島》発売記念コンサート SONGS by Henry Purcell ～Fairest Isle ～ 古賀政男音楽博物館 けやきホール 大河内文恵

vol.80 202204 東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ プッチーニ：《エドガール》 Bunkamuraオーチャードホール 藤堂 清
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vol.79 202203 武満徹 弧［アーク］ 東京オペラシティコンサートホール：タケミツメモリアル 柿木伸之

vol.79 202203 武満徹 弧［アーク］ 東京オペラシティコンサートホール：タケミツメモリアル 小島広之

vol.79 202203 THE SHAKUHACHI 5 豊洲シビックセンターホール 丘山万里子

vol.79 202203 アントネッロ＜オペラ・フレスカ７＞オペラ ジュリオ・チェーザレ 川口総合文化センター・リリア 音楽ホール 大河内文恵

vol.79 202203 読売日本交響楽団第616回定期演奏会 サントリーホール 西村紗知

vol.79 202203 東京・春・音楽祭 2022 リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ 東京文化会館 大ホール 秋元陽平

vol.79 202203 成田達輝～現代美術と音楽が出会うとき 上野の森美術館展示室 丘山万里子

vol.79 202203 都響スペシャル サントリーホール 西村紗知

vol.79 202203 東京・春・音楽祭 2022 ミュージアム・コンサート 東博でバッハ Vol.55 藤木大地 カウンターテナー 東京国立博物館 平成館ラウンジ 秋元陽平

vol.79 202203 東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.13 《ローエングリン》 東京文化会館大ホール 藤堂 清

vol.78 202202 小寺香奈ユーフォニアム・リサイタル 杉並公会堂小ホール 西村紗知

vol.78 202202 ガエターノ・ドニゼッティ：愛の妙薬 新国立劇場 藤堂 清

vol.78 202202 ROSCO結成20周年 記念リサイタル 東京オペラシティ リサイタルホール 大河内文恵

vol.78 202202 NHK交響楽団 第1952回 定期公演 池袋Cプログラム 東京芸術劇場 コンサートホール 秋元陽平

vol.78 202202 大島 亮 ヴィオラリサイタル Vol.8 花鳥風月 ヤマハホール 丘山万里子

vol.78 202202 松平頼曉 90歳の肖像 室内楽作品を中心に 東京オペラシティ リサイタルホール 秋元陽平

vol.78 202202 伊藤康英：《ミスター・シンデレラ》オペラ全2幕 新宿文化センター大ホール 藤堂清

vol.78 202202 Just Composed 2022 Spring in Yokohama ―現代作曲家シリーズ― オンド・マルトノ～魂の詩～ 神奈川県民ホール 小ホール 西村紗知

vol.78 202202 東京フィルハーモニー交響楽団 第965回オーチャード定期演奏会 Bunkamura オーチャードホール 秋元陽平

vol.78 202202 森川栄子 現代歌曲の夕べ 東京オペラシティリサイタルホール 藤堂 清

vol.77 202201 東京芸術劇場コンサートオペラ 《人間の声》《アルルの女》 東京芸術劇場コンサートホール 藤堂 清

vol.77 202201 読売日本交響楽団第649回名曲シリーズ サントリーホール 西村紗知

vol.77 202201 NHK交響楽団 第1948回 定期公演 池袋Aプログラム 東京芸術劇場 コンサートホール 西村紗知

vol.77 202201 ミュージカル「INTO THE WOODS」 日生劇場 田中里奈

vol.77 202201 ニューイヤーコンサート ブランデンブルク協奏曲 全曲演奏会 サントリーホール 大ホール 大河内文恵

vol.77 202201 ジュネーブ国際音楽コンクールチェロ部門優勝記念コンサート 上野通明 チェロ・リサイタル 紀尾井ホール 秋元陽平

vol.77 202201 トリオ・ヴェントゥス リサイタルツアー東京公演 Hakuju Hall 齋藤俊夫

vol.77 202201 METライブビューイング テレンス・ブランチャード《Fire Shut Up in My Bones》 メトロポリタン歌劇場(ライブビューイング) 能登原由美
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vol.76 202110-12

内田光子／キーシン／ツィメルマン～3人のピアノに想う

(内田光子 ピアノ・リサイタル／エフゲニー・キーシン ピアノ・リサイタル 2021年日本公演／

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル 2021年日本公演)

京都コンサートホール／ザ・シンフォニーホール／

兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール
能登原由美

vol.76 202112 〈現音 Music of Our Time 2021〉 M.カーゲル「国立劇場」より“レパートリー” 東京オペラシティ リサイタルホール 西村紗知

vol.76 202112 東京交響楽団 川崎定期演奏会 第84回 ミューザ川崎シンフォニーホール 齋藤俊夫

vol.76 202112 第1945回NHK交響楽団定期公演 池袋Aプログラム 東京芸術劇場 大河内文恵

vol.76 202112 原作：谷崎潤一郎 台本・作曲：西澤健一 オペラ『卍』管弦楽版初演 めぐろパーシモンホール 大ホール 齋藤俊夫

vol.76 202112 加耒徹 バリトン・リサイタル ～ギターに大萩康司を迎えて～ シューベルティアーデ ドイツ・リートに酔いしれる夜 北とぴあ つつじホール 藤堂 清

vol.76 202112 未来に伝える三善 晃の世界 III 東京オペラシティ リサイタルホール 西村紗知

vol.76 202112 北とぴあ国際音楽祭 ラモー作曲 アクト・ド・バレ 《アナクレオン》[演奏会形式／フランス語上演・日本語字幕付] 北とぴあ さくらホール 秋元陽平

vol.76 202112 Absolute – MIX Presents 2021 Electro – Acoustic Music 平石博一の音楽を中心に minimalism – hybrid sound program B 彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール 齋藤俊夫

vol.76 202112 B→C ビートゥーシー［237］ 森武大和 コントラバス・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.76 202112 藤田真央 ピアノ・トリオwith 辻 彩奈＆佐藤晴真 トッパンホール 秋元陽平

vol.76 202112 アンサンブル室町による  Leçons de Ténèbres 暗闇の聖務 2021 東京カテドラル聖マリア大聖堂 大河内文恵

vol.76 202112 伶倫楽遊 伶楽舎雅楽コンサートno.38 王昭君をめぐって なかのZERO小ホール 齋藤俊夫

vol.76 202112 音のモザイク～異世界時間旅行～ KMアートホール 齋藤俊夫

vol.76 202112 ラ・フォンテヴェルデ冬公演 スパニッシュ・ハープと奏でる古のスペイン 近江楽堂 大河内文恵
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