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vol.75 202111 紀尾井ホール室内管弦楽団 第128回定期演奏会 紀尾井ホール 秋元陽平

vol.75 202111 第39回 横浜市招待国際ピアノ演奏会 神奈川県立音楽堂 谷口昭弘

vol.75 202111 C×C 作曲家が作曲家を訪ねる旅 山本裕之×武満徹 神奈川県民ホール 小ホール 西村紗知

vol.75 202111 B→C バッハからコンテンポラリーへ 嘉目真木子 （ソプラノ） 東京オペラシティリサイタルホール 秋元陽平

vol.75 202111 鈴木優人（チェンバロ） J.S.Bachを弾く 1 ―平均律 トッパンホール 秋元陽平

vol.75 202111 北端祥人 ピアノ・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.75 202111 NISSAY OPERA 2021 《カプレーティとモンテッキ》 日生劇場 藤堂 清

vol.75 202111 ひとときの音楽 近江楽堂 大河内文恵

vol.75 202111 サルティ・ムジカーリ イタリアバロック音楽×山田耕筰 杉並公会堂小ホール 栫大也

vol.75 202111 イザベル・ファウストJ.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ 全曲演奏会 東京オペラシティコンサートホール 秋元陽平

vol.75 202111 佐藤晴真 チェロ・リサイタル 紀尾井ホール 西村紗知

vol.75 202111 Absolute-MIX presents 2021 Electro-Acoustic Music 平石博一の音楽を中心に minimalism-hybrid sound programA 仙川フィックスホール 齋藤俊夫

vol.75 202111 新国立劇場 ＜新制作＞ ニュルンベルクのマイスタージンガー 新国立劇場 秋元陽平

vol.75 202111 アレクサンドル・カントロフ トッパンホール 西村紗知

vol.75 202111 東京二期会オペラ劇場 シュトラウスII世《こうもり》 日生劇場 藤堂 清

vol.74 202110 帰天20＋1周年コンサート  髙田三郎とテクスト キリスト品川教会 戸ノ下達也

vol.74 202110 新国立劇場 ロッシーニ：《チェネレントラ》 新国立劇場 秋元陽平

vol.74 202110 新国立劇場 ロッシーニ：《チェネレントラ》 新国立劇場 藤堂 清

vol.74 202110 ペーター・レーゼル フェアウェル・リサイタル 紀尾井ホール 秋元陽平

vol.74 202110 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第345回定期演奏会 ストラヴィンスキー没後50周年記念プログラム 東京オペラシティ コンサートホール 大河内文恵

vol.74 202110 アンサンブル・パルテノぺ バロック声楽LIVEシリーズ Vol.1 近江楽堂 藤堂 清

vol.74 202110 山澤慧 無伴奏チェロリサイタル マインドツリーVol.７ バッハツィクルス２ トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知

vol.74 202110 東京交響楽団 東京オペラシティシリーズ 第124回 東京オペラシティコンサートホール 秋元陽平

vol.74 202110 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 第372回定期演奏会 ミューザ川崎シンフォニーホール 谷口昭弘

vol.74 202110 ブラス・アンサンブル・ゼロ・トーキョー ZERO for the future! 杉並公会堂大ホール 齋藤俊夫

vol.74 202110 東京芸術劇場シアターオペラvol.15  團伊玖磨／歌劇『夕鶴』 東京芸術劇場コンサートホール 藤堂 清

vol.74 202110 ブルーノ・ジネール オペラ『シャルリー～茶色の朝』 神奈川県立音楽堂 齋藤俊夫

vol.74 202110 ブルーノ・ジネール : オペラ《シャルリー ~ 茶色の朝》 神奈川県立音楽堂 大田美佐子
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vol.73 202109 九州交響楽団第397回定期演奏会 福岡サンパレスホテル＆ホール 栫大也

vol.73 202109 明電舎 presents N響名曲コンサート2021 サントリーホール 秋元陽平

vol.73 202109 ベアータ・ムジカ・トキエンシス 第10回公演 ジョヴァンニ・アニムッチャの肖像～対抗宗教改革期のローマ教会音楽～ 日暮里サニーホールコンサートサロン 大河内文恵

vol.73 202109 《二期会創立70周年記念公演》『魔笛』  東京文化会館大ホール 秋元陽平

vol.73 202109 アントネッロ 第14回定期公演 ハクジュホール 西村紗知

vol.73 202109 B→C バッハからコンテンポラリーへ 234 東条 慧（ヴィオラ） 東京オペラシティ リサイタルホール 西村紗知

vol.73 202109 プラチナ・シリーズ第1回 ライナー・キュッヒル ～ドイツ3大B+1のヴァイオリン・ソナタ～ 東京文化会館 小ホール 秋元陽平

vol.73 202109 オペラシアターこんにゃく座 さよなら、ドン・キホーテ！ 吉祥寺シアター 齋藤俊夫

vol.73 202109 オペラシアターこんにゃく座「さよなら、ドン・キホーテ！」 吉祥寺シアター 田中里奈

vol.73 202109 ヴォクスマーナ第46回定期演奏会 豊洲シビックセンターホール 齋藤俊夫

vol.72 202108 檜垣智也アクースモニウムリサイタル Terra incognita – 知られざる大地 あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール 西澤忠志

vol.72 202108 アンサンブル九条山コンサートVOL. 12 彼岸にて 京都府立府民ホール “アルティ” 能登原由美

vol.72 202108 周防亮介（ヴァイオリン）パガニーニ＆シャリーノ、2つのカプリース トッパンホール 秋元陽平

vol.72 202108 新作能 ⾧崎の聖母 座・高円寺１ 能登原由美

vol.72 202108 古楽オーケストラ La Musica Collana Baroque Concerto Festival Vol. 8 《ヴェネツィアン・バロック公演》 豊洲シビックセンターホール 大河内文恵

vol.72 202108 J.S.バッハ×B.ブリテン×上森祥平 無伴奏チェロ組曲全曲演奏会 2021“究極の9曲!” 東京文化会館小ホール 秋元陽平

vol.72 202108 大成建設 Presents サマーフェスティバル2021《三大交響曲》 東京芸術劇場 浅井佑太

vol.72 202108 子どもたちとアンドロイドが創る新しいオペラ 「スーパーエンジェル」 新国立劇場 オペラパレス 田中里奈

vol.72 202108 サントリーホールサマーフェスティバル2021 アンサンブル・アンテルコンタンポランがひらく 東洋─西洋のスパーク サントリーホール大ホール 西村紗知

vol.72 202108 第31回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会 サントリーホール大ホール 西村紗知

vol.72 202108 第31回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会（ライヴ配信視聴） サントリーホール大ホール 齋藤俊夫

vol.72 202108 アンサンブル・アンテルコンタンポラン 神奈川県立音楽堂 西村紗知

vol.72 202108 東京二期会オペラ劇場公演 ベルク：《ルル》（新制作） 新宿文化センター 大ホール 藤堂 清
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vol.71 202107 Dieterich Buxtehude Membra Jesu nostri 日本福音ルーテル東京教会 大河内文恵

vol.71 202107 紀尾井 明日への扉29 樋渡希美（打楽器） 紀尾井ホール 西村紗知

vol.71 202107 ジョルジュ・ビゼー：《カルメン》(新国立劇場) 新国立劇場 オペラパレス 藤堂 清

vol.71 202107 沢知恵、りゅうりぇんれんの物語 （詩: 茨木のり子） ガンツ・トイトイトイ(大阪) 大田美佐子

vol.71 202107 東京現音計画#14 コンポーザーズセレクション６：森紀明 杉並公会堂小ホール 西村紗知

vol.71 202107 篠原眞 室内楽作品による個展 東京オペラシティ リサイタルホール 秋元陽平

vol.71 202107 篠原眞 室内楽作品による個展 東京オペラシティリサイタルホール 齋藤俊夫

vol.71 202107 川口成彦（フォルテピアノ） ―ショパンをめぐる旅 トッパンホール 秋元陽平

vol.71 202107 東京二期会オペラ劇場公演 ヴェルディ：《ファルスタッフ》 東京文化会館 藤堂 清

vol.71 202107 大西宇宙バリトン・リサイタル 浜離宮朝日ホール 藤堂 清

vol.71 202107 佐藤洋嗣X近藤聖也 DOUBLE BASS DUO CONCERT -The Bass Rises in the East- 杉並公会堂小ホール 齋藤俊夫

vol.71 202107 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第343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.71 202107 コンテンポラリーオペラ 「Plat Home」 杉並公会堂小ホール 14:00 / 19:00（鑑賞回：19:00） 田中里奈

vol.71 202107 コンテンポラリーオペラ 「Plat Home」 杉並公会堂小ホール 西村紗知

vol.71 202107 山澤慧 無伴奏チェロリサイタル 日本福音ルーテル小石川教会 大河内文恵

vol.70 202106 クセナキスと日本 めぐろパーシモンホール大ホール 齋藤俊夫

vol.70 202106 クセナキスと日本 めぐろパーシモンホール 秋元陽平

vol.70 202106 オペラ『Only the Sound Remains −余韻−』 東京文化会館 大ホール 藤堂 清

vol.70 202106 TRIO RIZZLE TOPPAN HALL 丘山万里子

vol.70 202106 第3回 中島裕康 箏リサイタル―開く― 東京文化会館小ホール 齋藤俊夫

vol.70 202106 小菅 優プロデュース 武満 徹「愛・希望・祈り」 サントリーホール ブルーローズ（小ホール） 藤堂 清

vol.70 202106 アントニオ・カルダーラ生誕350年記念コンサート 知られざる名曲を求めて 歌劇《オリンピーアデ》と器楽作品 Hakuju Hall 大河内文恵

vol.70 202106 NHK交響楽団 6月公演 サントリーホール サントリーホール 秋元陽平

vol.70 202106 木下正道個展「双子の音楽」 近江楽堂 齋藤俊夫

vol.70 202106 モルゴーア・クァルテット第51回定期演奏会 東京文化会館 小ホール 西村紗知

vol.70 202106 てらしまりくやとウタあホウ 豊洲文化センター シビックセンター・ホール 西村紗知
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vol.69 202105
Salicus Kammerchor 第6回定期演奏会 ハインリヒ・シュッツの音楽vol. 1

巨匠たちの系譜～フランドルからイタリア、そしてドイツへ

5月16日 千葉市生涯学習センターホール＋ライブ配信

5月21日 豊洲シビックセンターホール
大河内文恵

vol.69 202105 アンサンブル・ノマド第72回定期演奏会 中心無き世界Vol.1 ジャズが運んだもの 東京オペラシティリサイタルホール 齋藤俊夫

vol.69 202105 東京フィルハーモニー交響楽団 第952回サントリー定期シリーズ サントリーホール 齋藤俊夫

vol.69 202105 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167回 ミューザ川崎シンフォニーホール 齋藤俊夫

vol.69 202105 三浦謙司ピアノ・リサイタル Hakuju Hall 大河内文恵

vol.69 202105 読売日本交響楽団第608回定期演奏会 サントリーホール 西村紗知

vol.69 202105 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 第368回定期演奏会 神奈川県民ホール 齋藤俊夫

vol.69 202105 NHK交響楽団５月公演 東京芸術劇場 谷口昭弘

vol.69 202105 飯野明日香 Parfum du Futur Vol.21 新たな出会い サントリーホール ブルーローズ 秋元陽平

vol.69 202105 二期会ニューウェーブ・オペラ劇場公演 ヘンデル：《セルセ》 めぐろパーシモンホール 大ホール 藤堂 清

vol.69 202105 二期会ニューウェーブ・オペラ劇場 セルセ<新制作> めぐろパーシモンホール 大ホール 大河内文恵

vol.69 202105 マックス・レーガー クラリネットソナタ全曲演奏会 王子ホール 西村紗知

vol.69 202105 2021年度 武満徹作曲賞本選演奏会 東京オペラシティコンサートホール 西村紗知

vol.68 202104 三善晃へのトリビュート サントリーホールブルーローズ 齋藤俊夫

vol.68 202104 「俊英指揮者 名歌手たちと盛り立てる 春たけなわの オペラティックな音楽会」 サントリーホール 藤堂 清

vol.68 202104 オペラ『夜鳴きうぐいす』『イオランタ』 新国立劇場 齋藤俊夫

vol.68 202104 東京・春・音楽祭2021 ベンジャミン・ブリテンの世界 番外編 ＆ イタリア～狂熱のバロック歴遊 東京藝術大学奏楽堂 大河内文恵

vol.68 202104 ベンジャミン・ブリテンの世界 番外編 20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 東京芸術大学奏楽堂 秋元陽平

vol.68 202104 三和睦子チェンバロ・リサイタル 近江楽堂 西村紗知

vol.68 202104 東京交響楽団第689回定期演奏会〈原田慶太楼 正指揮者就任記念〉 サントリーホール 齋藤俊夫

vol.68 202104 東京・春・音楽祭2021 イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2 リッカルド・ムーティ指揮『マクベス』（演奏会形式） 東京文化会館 秋元陽平

vol.68 202104 イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2 リッカルド・ムーティ指揮《マクベス》 東京文化会館 大ホール 藤堂 清
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vol.67 202103 究極の室内楽 王子ホール 西村紗知

vol.67 202103 近藤聖也 コントラバスリサイタル 仙川フィックスホール 丘山万里子

vol.67 202103 ワーグナー作曲 歌劇《ローエングリン》 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 能登原由美

vol.67 202103 辻彩奈ヴァイオリンリサイタル 宗次ホール 小石かつら

vol.67 202103 〈エスポワール シリーズ 12〉 嘉目真木子（ソプラノ） Vol.2 ―その国に生きて トッパンホール 藤堂 清

vol.67 202103 小倉美春が寄せる光粒子世界への深思 シュトックハウゼン ピアノ曲I-XI全曲演奏会 東京コンサーツラボ 秋元陽平

vol.67 202103 都響スペシャル2021 サントリーホール 戸ノ下達也

vol.67 202103 『クレモナ』モダンタンゴ・ラボラトリ ピアソラ生誕100周年記念・第10回定期公演「Années de solitude」 あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール 西澤忠志

vol.67 202103 ヴォクスマーナ第45回定期演奏会 豊洲シビックセンターホール 齋藤俊夫

vol.67 202103 サクソフォン×邦楽器×現代音楽プロジェクト #3 サクソフォン×笙 ムジカーザ 西村紗知

vol.67 202103 松尾俊介～現代美術と音楽が出会うとき 上野の森美術館 展示室 西村紗知

vol.67 202103 『Toshi伝説』一柳慧芸術総監督就任20周年記念 エクストリームLOVE 神奈川県立音楽堂 齋藤俊夫

vol.67 202103 オーケストラ・ニッポニカ第37回演奏会 紀尾井ホール 戸ノ下達也

vol.67 202103 アンサンブル九条山 コンサート・vol.11 豊中市立芸術文化センター多目的室 大田美佐子

vol.66 202102 Ensemble XENOS 第2回演奏会 VANITAS VANITATUM 空即是色～イタリアルネサンスの不協和的情感～ 日本福音ルーテル東京教会 大河内文恵

vol.66 202102 共鳴空間（レゾナント スペース） 「Toshi伝説」一柳慧芸術総監督就任20周年記念 神奈川県民ホール 大ホール 谷口昭弘

vol.66 202102 オペラ・ラティーナ コロンえりか ソプラノリサイタル ザ・シンフォニーホール 能登原由美

vol.66 202102 プラチナ・シリーズ第5回 フランチェスコ・メーリ 東京文化会館小ホール 藤堂 清

vol.66 202102 日本音楽集団第232回定期演奏会 現代に生きる私たちの音楽 豊洲シビックセンターホール 齋藤俊夫

vol.66 202102 国際音楽祭NIPPON 2020 諏訪内晶子 室内楽プロジェクト Akiko Plays MODERN with Friends 紀尾井ホール 西村紗知

vol.66 202102 東京二期会オペラ劇場公演 ワーグナー：《タンホイザー》 東京文化会館 藤堂 清

vol.66 202102 日本オペラ協会 日本オペラシリーズNo.81 ～中村透追悼～ キジムナー 時を翔ける 新宿文化センター大ホール 戸ノ下達也

vol.66 202102 LEO 箏リサイタル Hakuju Hall 丘山万里子

vol.66 202102 山澤慧チェロリサイタル トーキョーコンサーツ・ラボ 齋藤俊夫

vol.66 202102 ミニマル音楽の軌跡 ～オール・ライヒ・プログラム～ あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール 佐藤馨

vol.66 202102 Ogen/blik vol.4 無観客ストリーミング配信／アーカイブ：3月5～20日 西村紗知
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vol.65 202101 2台ピアノ協奏曲新春コンサート：5名の若手気鋭のピアニストの饗宴 東京文化会館小ホール 大河内文恵

vol.65 202101 雅楽−現代舞踊との出会い ロームシアター京都 能登原由美

vol.65 202101 雅楽−現代舞踊との出会い ロームシアター京都 メインホール Cristian Cicogna

vol.65 202101 京都市交響楽団特別演奏会「ニューイヤーコンサート」 京都コンサートホール 西澤忠志

vol.65 202101 ヴィンコ・グロボカール《表象の森を通り抜け》 トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知

vol.65 202101 il Sole/ Y × S Crossing#04 トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知

vol.65 202101 東京佼成ウインドオーケストラ定期演奏会 東京芸術劇場コンサートホール 戸ノ下達也

vol.65 202101 バッハ・コレギウム・ジャパン メンデルスゾーン《エリアス》 東京オペラシティ コンサートホール 大河内文恵

vol.65 202101 火の鳥 音楽の神秘的な形 ロームシアター京都 メインホール Cristian Cicogna 

vol.65 202101 アレクサンドル・メルニコフPlays Many Pianos トッパンホール 西村紗知

vol.65 202001 イザベル・ファウスト＆アレクサンドル・メルニコフ 王子ホール 藤堂 清

vol.64 202012 東京芸術劇場開館30周年記念公演 読売日本交響楽団演奏会 東京芸術劇場コンサートホール 大河内文恵

vol.64 202012 NHK交響楽団 12月公演 NHKホール NHKホール 齋藤俊夫

vol.64 202012 悠久の時を超えて Beyond the time. 京都文化博物館 別館ホール 西澤忠志

vol.64 202012 Just Composed 2020 Winter in Yokohama ―現代作曲家シリーズ― 時代を超える革新 横浜みなとみらいホール小ホール 齋藤俊夫

vol.64 202012 鈴木治行 室内楽パノラマ～誤作動する記憶～ 東京オペラシティ リサイタルホール 西村紗知

vol.64 202012 鈴木治行 室内楽パノラマ「誤作動する記憶」 東京オペラシティリサイタルホール 齋藤俊夫

vol.64 202012 郷古廉 ヴァイオリンリサイタル トッパンホール 丘山万里子

vol.64 202012 庄司紗矢香×ヴィキングル・オラフソン 住友生命いずみホール 能登原由美

vol.64 202012 新日本フィルハーモニー交響楽団「第九」特別演奏会 Bunkamuraオーチャードホール 戸ノ下達也

vol.64 202012 ランチタイム コンサート Vol.108 川口成彦 (フォルテピアノ) トッパンホール 藤堂 清

vol.64 202012 堤剛チェロ・リサイタル あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール 能登原由美

vol.64 202012 堤剛 チェロ・リサイタル トーキョーコンサーツ・ラボ 西村紗知
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