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詳しい内容や最新情報は公式サイトへ
スマートフォンでもご覧いただけます。
www.lfj.jp LFJ2020 検索

（日・祝）
5 3タイムテーブル

211 10:00-10:45 (45’)

〈0歳からのコンサート 
ベートーヴェンのさんぽ道 
～踊るリズムと自然のハーモニー～〉

241 9:30-10:40 (70’)

261 9:45-10:50 (65’)
251 9:30-10:15 (45’)

252 11:15-12:00 (45’)

北村朋幹（p）
ＮＣＰＡカルテット・メンバーによるアンサンブル
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 op.97 「大公」

マリオ・ヘリング（p）
プログラム未定

253 13:00-13:45 (45’)

ニキータ・ボリソグレブスキー（vl）
アレクサンドル・ギンジン（p）
ベートーヴェン：10の主題と変奏 op.107

ダヴィッド・カドゥシュ（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調 op.13「悲愴」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第26番 変ホ長調 op.81a「告別」
ベートーヴェン：ロンド・ア・カプリッチョ「なくした小銭への怒り」 
op.129

北村朋幹（p）
ベートーヴェン：11の新バガテル op.119
バルトーク：スケッチ集 op.9b
ベートーヴェン：6つのバガテル op.126

255 16:30-17:15 (45’)

ダヴィッド・サルモン（p）
マニュエル・ヴィエイヤール（p）
ベートーヴェン（ツェルニー編）：交響曲第６番 ヘ長調 op.68「田
園」(4手ピアノ版)

ストラスブール管楽三重奏団
ベートーヴェン：三重奏曲 ハ長調 op.87
ベートーヴェン：モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどう
ぞ」の主題による12の変奏曲 ハ長調
ベートーヴェン：クラリネットとファゴットのための３つの二重奏 
WoO.27

257 20:00-20:45 (45’)

254 14:45-15:30 (45’)

242 11:30-12:15 (45’)

クレール・デゼール（p）
コンチェルト・ブダペスト
アンドラーシュ・ケラー（指揮）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 ニ長調 op.61a（ヴァイオリン協奏
曲op.61のピアノ編曲版）

244 15:15-16:10 (55’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（p・指揮）
ベートーヴェン：八重奏曲 変ホ長調 op.103
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 op.19

245 17:10-18:20 (70’)

盛田麻央（S）
杉山由紀（A）
伊藤達人（T）
大川博（Br）
広瀬悦子（p）
エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
アンドレイ・ペトレンコ（指揮）
ベートーヴェン（カルクブレンナー編）：交響曲第9番 ニ短調 
op.125 「合唱付き」（ピアノと合唱版）

246 19:20-20:20 (60’)

コンチェルト・ブダペスト
アンドラーシュ・ケラー（指揮）
ベートーヴェン：交響曲第2番 イ長調 op.36
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op.67「運命」

247 21:20-22:05 (45’)

林英哲（太鼓）
江口 玲（p）
英哲風雲の会
林英哲：コーネルの箱

243 13:15-14:15 (60’)

221 10:00-10:45 (45’)

ネルソン・ゲルナー（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」
ベートーヴェン：「エロイカ」の主題による15の変奏曲とフーガ
変ホ長調 op.35

224 15:30-16:25 (55’)

225 17:30-18:15 (45’)

222 11:45-12:45 (60’)

213 14:15-15:25 (70’)

フランク・ブラレイ（p）
コンチェルト・ブダペスト
アンドラーシュ・ケラー（指揮）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op.67 「運命」

235 17:30-18:15 (45’)

ラケル・カマリーナ（S）、未定（Br）、未定（B・Br）、辻彩奈
（vl）、アナスタシア・コベキナ（vc）、ヨアン・エロー（p）
ベートーヴェン：友情の喜び op.88、アリエッタ「接吻」 op.128、
約束を守る男 op.99、二重唱曲「メルケンシュタイン」 op.100、
「25のスコットランドの歌」op.108 から 1～13 

237 21:00-21: 45(45’)

236 19:15-20:00 (45’)

クァルテット ベルリン・トウキョウ(弦楽四重奏)
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 op.131

212 12:15-13:05 (50’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（p・指揮）
ベートーヴェン：大フーガ 変ロ長調 op.133（弦楽合奏版）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 op.37

214 16:45-17:30 (45’)

シエナ・ウインド・オーケストラ
栗田博文（指揮）
ベートーヴェン（クーナウ編）：トルコ行進曲
デ・メイ：エクストリーム・ベートーヴェン ～ルートヴィヒ・ヴァン・ベー
トーヴェンの主題による変容～
三浦秀秋：ベートーヴェン・エクスプレス
宮川彬良：シンフォニック・マンボNo.5
和泉宏隆（真島俊夫編）：宝島
＊「宝島」は客席の皆さんも演奏にご参加いただけます。

215 19:00-19:45  (45’)

辻彩奈（vl）
アンティエ・ヴァイトハース（vl）
ターニャ・テツラフ（vc）
ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（p・指揮）
ベートーヴェン：ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第1番 
ト長調 op.40
ベートーヴェン：ピアノ・ヴァイオリン・チェロのための三重協奏曲 
ハ長調 op.56

216 21:15-22:25  (70’)

アルデオ四重奏団（弦楽四重奏）
ボリス・ベレゾフスキー（p）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
リオ・クオクマン（指揮）
アダムズ：アブソルート・ジェスト
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」

〈９ ヌフ〉
フェリシアン・ブリュ（アコーディオン）
エドゥアール・マカレス（cb）
エルミール弦楽四重奏団（弦楽四重奏）
「ヌフ」：ベートーヴェンの9つの交響曲、9文字で構成される
A-C-C-O-R-D-E-O-N（アコーディオン）…、2020年偉大なる作
曲家へのオマージュとしてアコーディオン奏者には何ができるだろ
うか？フェリシアン・ブリュはそれぞれに異なる感性を持つ9人の作
曲家を集め、各々にベートーヴェン作品の特徴的な要素を用いた
新作を委嘱、独創的なプロジェクト「9 ヌフ」を立ち上げました。

231 10:15-11:05 (50’)

トリオ・アーノルド（弦楽三重奏）
ベートーヴェン：弦楽三重奏曲第3番 ニ長調 op.9-2
ベートーヴェン：弦楽三重奏曲第4番 ハ短調 op.9-3

232 12:05-13:00 (55’)

オーレリアン・パスカル（vc）
ナタナエル・グーアン（p）
白戸美帆（fl）
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第2番 ト短調 op.5-2
カーゲル：ルートヴィヒ・ヴァン

233 14:00-14:45 (45’)

234 15:45-16:30 (45’)

トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
白戸美帆（fl）
ベートーヴェン(フンメル編)：交響曲第7番イ長調 op.92（フルー
ト、ヴァイオリン、チェロ、ピアノ版）

223 13:45-14:30 (45’)

226 19:30-20:15 (45’)

ヨアキム・ホースレイ カルテット (クラシック＆ラテン音楽の
フュージョン・ピアノ)
手やスティックを用いてピアノをまるでオーケストラの打楽器のよ
うに奏でるアメリカ人ピアニスト・マルチプレイヤーのヨアキム・
ホースレイは聴衆を音楽ジャンルの垣根を超える旅へと誘います。
ラテンアメリカ、特にキューバのリズムに深く魅入られたホースレイ
は、かの有名なベートーヴェン交響曲第7番の主題をルンバ風にア
レンジしました。その驚くべきステージをお楽しみください！

〈ハバナのベートーヴェン〉

〈ベートーヴェン歌曲集Ⅱ〉

227 21:15-22:00 (45’)

ラケル・カマリーナ（S）、未定（Br）、アンサンブル・エデス（合
唱）、シンフォニア・ヴァルソヴィア、マチュー・ロマーノ（指揮）
ネーフェ：コラール　
ベートーヴェン：悲歌 op.118　
ベートーヴェン：皇帝ヨーゼフ2世葬送カンタータ WoO87　
ベートーヴェン：カンタータ「静かな海と楽しい航海」 op.112

256 18:15-19:00 (45’)

267 21:05-22:05 (60’)

オカダ・コウジロウ（p）　
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第15番 ニ長調 op.28 「田園」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第25番 ト長調 op.79
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調 op.109

258 21:45-22:35 (50’)

〈11人の若手実力派ピアニストたちによる
ベートーヴェン・ピアノソナタ・ツィクルスⅤ〉
サイキ・マリナ（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 op.27-1
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 op.31-1
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第18番 変ホ長調 op.31-3

〈11人の若手実力派ピアニストたちによる
ベートーヴェン・ピアノソナタ・ツィクルスⅥ〉

〈ベートーヴェンの憧れ苦悩〉

ウェイ＝ティン・シェー（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第3番 ハ長調 op.2-3
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第12番 変イ長調 op.26  「葬送」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」

262 11:45-12:30 (45’)

天羽明惠（S)
村上寿昭（p）
ベートーヴェン：希望に寄す op.32
ベートーヴェン：五月の歌 op.56-4
ベートーヴェン：アデライーデ op.46
ベートーヴェン：４つのアリエッタ op.82 ほか

外村理紗（vl）
クレール・デゼール（p）
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番 ハ短調 op.30-2
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長調 op.30-3

265 17:30-18:15 (45’)

タンギー・ド・ウィリアンクール（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第29番 変ロ長調 op.106 「ハン
マークラヴィーア」

ナタナエル・グーアン（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2「テンペス
ト」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 op.31-1

266 19:15-20:05 (50’)

263 13:30-14:40 (70’)

264 15:45-16:30 (45’)
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アンヌ・ケフェレック（p）
古部賢一（ob）
伊藤圭（cl）
木川博史（hr）
水谷上総（fg）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 op.27-2 「月光」
ベートーヴェン：ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 op.16

※ホールB7のサイドビューとは、ステージの横（左右）から見るお席となります。

神尾真由子（vl）
アンドレイ・コロベイニコフ（p）
ベートーヴェン：ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第1番 ト長調 
op.40
ベートーヴェン：ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番 ヘ長調 
op.50
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24 「春」

ストラスブール管楽八重奏団
ベートーヴェン：序曲「フィデリオ」（管楽八重奏版）
ベートーヴェン：管楽六重奏曲 変ホ長調 op.71
ベートーヴェン：管楽八重奏曲 変ホ長調 op.103

アレクサンドル・クニャーゼフ（vc）
アンドレイ・コロベイニコフ（p）
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24「春」
（チェロ版）から 第4楽章
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 op.47 「クロ
イツェル」（チェロ版）

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調 op.109
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 op.110
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 op.111

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
アンドレイ・ペトレンコ（指揮）
未定（p）
ベートーヴェン：オペラ「フィデリオ」 op.72（演奏会形式・抜粋上演/ピ
アノ伴奏版）

B7
ホール 〈マリー〉

822席 C
ホール 〈エレオノーレ〉

1,492席 D7
ホール 〈アントーニエ〉

221席 G409
〈ヨゼフィーネ〉

153席 

シンフォニア・ヴァルソヴィア、リオ・クオクマン（指揮）
中村萌子（司会）
ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 op.68 「田園」から
ベートーヴェン：劇音楽「アテネの廃墟」op.113 から トルコ行進曲
ベートーヴェン：バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 op.43から 
フィナーレ
ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 op.92から 第4楽章

〈11人の若手実力派ピアニストたちによる
ベートーヴェン・ピアノソナタ・ツィクルスⅧ〉

〈11人の若手実力派ピアニストたちによる
ベートーヴェン・ピアノソナタ・ツィクルスⅦ〉

〈勇壮と悲愴のはざまで〉

〈芸術の高みへ ～後期三大ソナタ～〉

〈華麗なる編曲の調べ〉

〈ベートーヴェン合唱名曲選〉

〈田園サロン〉

〈ウィーン・デビューに寄せて〉

〈王に捧げられたフランス語の「第九」〉

〈かくて運命は扉をたたく〉

〈ベートーヴェンと太鼓の邂逅〉

〈運命の動機は変幻する〉

〈シエナのエクストリーム・ベートーヴェン！〉

〈ソリストたちの華麗なる競演〉

〈LFJの“皇帝”が奏でる「皇帝」〉

〈天才作曲家が遺したもの
ベートーヴェン250〉
VOCES8、ジェームズ・シャーロック（p）
ベートーヴェン：合唱幻想曲 ハ短調 op.80から フィナーレ、悲歌 op.118、
カンタータ「静かな海と楽しい航海」 op.112、ベートーヴェン（パーシー
編）：12のスコットランドの歌 WoO156から ロッホナガー、ベートーヴェ
ン：25のアイルランドの歌 WoO152から さらば幸せよ、さらばナンシー
よ 、みどり児に寄す op.108、クレメンツ：Beethoven Re-arranged

パスカル・アモワイエル（脚本・ピアノ・芝居）、クリスチャン・フ
ロモン（監督）、フィリップ・セオン（照明）
ピアニストであり、ストーリーテラーでもあるアモワイエルが、世界
史上もっとも偉大な人物の一人である楽聖ベートーヴェンをテー
マに、音楽スペクタクルを創り上げました。

〈Looking for Beethoven ～ベートーヴェンを探して～〉

A
ホール 〈マリア・マグダレーナ〉

5,008席 

p=ピアノ
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ

fl=フルート
cl=クラリネット
ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット

S=ソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

楽器・パート略号

B5(2)
ホール 〈ジュリエッタ〉

256席 
Pコード 597-801 Pコード 597-802 Pコード 597-803 Pコード 597-804 Pコード 597-805 Pコード 597-806

112 12:00-12:50 (50’)

神尾真由子（vl）
ネルソン・ゲルナー（p）
コンチェルト・ブダペスト
アンドラーシュ・ケラー（指揮）
ベートーヴェン：ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番 
ヘ長調 op.50 
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500 SOUND HUG席¥2,500 
〈ピアノ協奏曲のメルクマール、「皇帝」〉

6才 ▲

PASS

① 公演番号
② 公演時間
③ チケット料金
④ 公演概要

凡 例
⑥「ホールA1日パスポート券」対象公演⑤入場可能な年齢

　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

①
③

④

②
⑤

⑥

※ベートーヴェンの母親や初恋の人、"不滅の恋人"論争の登場人物など、
彼の人生に欠かせない女性たちの名前が用いられています。
※終演時間はおよその目安です。
※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。
※2月18日現在の情報です。

・0歳からのコンサート（211、311）は0歳から入場可。
・キッズのためのオーケストラ・コンサート（111）は3歳から入場可。
・　   マークがついている公演は3歳から入場可。
・上記以外の公演は６歳から入場可。
・終演時間が23：00以降の公演は18歳未満は入場不可。（358）

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲ 6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

0才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS




