
      新星日響合唱団　公演記録
年 公演日 指揮者 作曲者 曲　　名 会　場　他 備　考

1 １９７４ 4/3 外山　雄三 プロコフィエフ 「アレクサンドル・ネフスキー」 第13回定期・日比谷 新星日響創立５周年記念演奏会
成田絵智子(A)三多摩青年、白樺、川崎労音、中央、新星友の会他

2 〃 12/26,27 山田　一雄 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第15回定期・日比谷
中沢桂(S)戸田敏子(A)砂川稔(T)栗林義信(B)新星とともに歌う「第９」、新星、文京混声

3 １９７５ 12/26,27 山田　一雄 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第18回定期・日比谷
小池容子(S)秋葉京子(A)田原祥一郎(T)栗林義信(B)新星とともに歌う「第９」、新星、文京混声

4 １９７６ 7/22 星出　　豊 ヴェルディ 「レクィエム」 第20回定期・東京文化
中沢桂(S)木村宏子(A)田原祥一郎(T)岡村喬生(B)新星ヴェルディ合唱団、東京声専

5 〃 12/22 山田　一雄 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第22回定期・日比谷 BRUDER 創刊
常森寿子(S)志村年子(A)田原祥一郎(T)芳野靖夫(B)新星第９合唱団　

6 １９７７ 11/27 ﾊﾝｽ･レーヴライン モーツァルト 「レクィエム」 第25回定期・東京文化
中沢桂(S)木村宏子(A)鈴木寛一(T)芳野靖夫(B)新星モツ・レク合唱団

7 〃 12/27 外山　雄三 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第27回定期・日比谷
曽我栄子(S)成田絵智子(A)丹羽勝海(T)勝部太(B)新星第９合唱団

8 １９７８ 7/20 渡辺　暁雄 フォーレ 「レクィエム」 第30回定期・日比谷
常森寿子(S)芳野靖夫(B)新星フォー・レク合唱団

9 〃 12/26,27 ﾊﾝｽ･レーヴライン ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第31回定期・日比谷
真島美弥(S)志村年子(A)板橋勝(T)平野忠彦(B)新星第９合唱団

10 １９７９ 1/10 ﾊﾝｽ･レーヴライン オルフ 「カルミナ・ブラーナ」 第32回定期・東京文化
中沢桂(S)板橋勝(T)平野忠彦(B)新星カルミナ合唱団、荒川少年少女

11 〃 7/25 佐藤功太郎 ケルビーニ 「レクィエム」 第35回定期・東京文化
新星ケルビーニ・レクィエム合唱団

12 〃 10/23 ｽﾞﾃﾞﾆｪｸ･コシュラー モーツァルト 「レクィエム」 第37回定期・東京文化
常森寿子(S)木村宏子(A)鈴木寛一(T)芳野靖夫(B)新星モツ・レク合唱団

13 〃 12/26,27 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別・新宿，日比谷
嶺貞子(S林康子代演)長野羊奈子(A)下野昇(T)斎求(B)新星第９合唱団

14 １９８０ 3/31 星出　　豊 ドヴォルザーク 「レクィエム」 第39回定期・東京文化
中沢桂(S)志村年子(A)高橋啓三(B)新星ドボ・レク合唱団

15 〃 7/16 佐藤功太郎 モーツァルト 「戴冠式ミサ」 第41回定期・東京文化
斉藤昌子(S)志村年子(A)佐々木正利(T)高橋啓三(B)新星日響合唱団

16 〃 11/27 ﾊﾝｽ･レーヴライン フォーレ 「レクィエム」 第43回定期・東京文化楽団長池田鉄氏追悼演奏会
常森寿子(S)芳野靖夫(B)新星日響合唱団

17 〃 12/26,27 ﾊﾝｽ･レーヴライン ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別・新宿，日比谷
中沢桂(S)志村年子(A)下野昇(T)田島好一(B)新星日響合唱団

18 １９８１ 5/16 山田　一雄 ブルックナー 「テ・デウム」 第46回定期・東京文化
中沢桂(S)木村宏子(A)鈴木寛一(T)木川田澄(B)新星日響合唱団

19 〃 11/21 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ドヴォルザーク 「スターバト・マーテル」 第50回定期・東京文化
曽我栄子(S)伊原直子(A)小林一男(T)芳野靖夫(B)新星日響合唱団

20 〃 12/24,26,27ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第51回定期・日比谷，特別・新宿
中沢桂(S)木村宏子(A)鈴木寛一(T)勝部太(B)新星日響合唱団

21 １９８２ 7/14 ﾊﾝｽ･レーヴライン ブラームス 「ドイツ・レクィエム」 第58回定期・東京文化カール・オルフ追悼
中沢桂(S)芳野靖夫(B)新星日響合唱団
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22 〃 10/1 佐藤功太郎 シューベルト 「ミサ曲ト長調」D.167 第59回定期・東京文化
大倉由紀枝(S)牧川修一(T)勝部太(B)新星日響合唱団

23 〃 12/23,26,27ﾖﾊﾈｽ･ヴィンクラー ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第61回定期・日比谷，特別・新宿
中沢桂(S)荘智世恵(A)鈴木寛一(T)小松英典(B)新星日響合唱団

24 １９８３ 5/26 朝比奈　隆 ベートーヴェン 「荘厳ミサ曲」 第65回定期・東京文化
常森寿子(S)伊原直子(A)小林一男(T)池田直樹(B)新星日響合唱団

25 〃 11/1 山田　一雄 マーラー 交響曲第２番「復活」 東京文化 新交響楽団第101回・客演
大島洋子(S)木村宏子(A)新星日響合唱団

26 〃 12/23,26,27ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第70回定期・東京文化，特別・新宿
中沢桂(S)荒道子(A)山路芳久(T)小松英典(B)新星日響合唱団

27 １９８４ 1/17 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト オルフ 「カルミナ・ブラーナ」 第71回定期・東京文化
常森寿子(S)鈴木寛一(T)小松英典(B)新星日響合唱団、荒川少年少女

28 〃 4/20 井上　道義 ホルスト 「惑星」 第73回定期・東京文化女声合唱
新星日響合唱団女声有志

29 〃 5/12 佐藤功太郎 ヴェルディ 「レクィエム」 第74回定期・東京文化
曽我栄子(S)伊原直子(A)小林一男(T)高橋啓三(B)新星日響合唱団

30 〃 12/19 ｳﾞｧｰﾂﾗﾌ･ノイマン マーラー カンタータ「嘆きの歌」 第79回定期・東京文化１曲だけ。１時間余りのコンサート
常森寿子(S)辻宥子(A)鈴木寛一(T)勝部太(B)新星日響合唱団

31 〃 12/26,27 山田　一雄 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別・新宿文化
岩崎由紀子(S)西明美(A)鈴木寛一(T)宮原昭吾(B)新星日響合唱団

32 １９８５ 1/27 山岡　重信 ホルスト 「惑星」 新交響楽団第回・客演
新交響楽団・新星日響合唱団女声有志客演

33 〃 7/16,18 秋山　和慶 バッハ 「ミサ曲ロ短調」 第88回定期・東京文化，特別・新宿
（朝比奈氏の代演） 常森寿子(S)大島洋子(S)伊原直子(A)鈴木寛一(T)小松英典(B)新星日響合合唱団創立１０周年記念

34  12/13,26,27 ﾌﾗﾝﾃｨｼｪｯｸ･ワイナーベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第88回定期・東京文化，特別・新宿
大島洋子(S)木村宏子(A)饗場知昭(T)小松英典(B)新星日響合唱団

35 １９８６ 1/16 山田　一雄 モーツァルト 「レクィエム」 第89回定期・東京文化
常森寿子(S)伊原直子(A)鈴木寛一(T)高橋啓三(B)新星日響合唱団

36 〃 3/29～ 佐藤功太郎 松井　和彦 音楽物語「赤神と黒神」 親子コンサート
佐藤しのぶ(S)新星日響合唱団女声有志

37 〃 4/21 佐藤功太郎 ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 第90回定期・東京文化演奏会形式だが、暗譜振り付き
饗場知昭(T)西松甫味子(S)平野忠彦(B)他、新星日響合唱団

38 〃 7/16 朝比奈　隆 マーラー 交響曲第２番「復活」 第93回定期・東京文化
大倉由紀枝(S)辻宥子(A)新星日響合唱団、三多摩市民

39 １９８６ 12/18 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ドヴォルザーク 「レクィエム」 第96回定期・東京文化チェコよりソリスト４人
M.ﾌﾞﾗﾌｼｱｺﾊﾞ(S)I.ｷﾘﾛｳﾞｧ(A)F.ﾘﾎﾞﾗ(T)P.ﾐｸﾗｰｼｭ(B)新星日響合唱団

40 〃 12/22,26 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別・新宿文化 第96回定期のソリスト
M.ﾌﾞﾗﾌｼｱｺﾊﾞ(S)I.ｷﾘﾛｳﾞｧ(A)F.ﾘﾎﾞﾗ(T)P.ﾐｸﾗｰｼｭ(B)新星日響合唱団

41 １９８７ 3/29～ 田中　良和 「トモコのふしぎなベートーヴェン」 親子コンサート出演
有志参加

42 〃 4/20 小林研一郎 マーラー 交響曲第３番ニ短調 第99回定期・東京文化女声有志出演
伊原直子(A)新星日響合唱団女声、荒川少年少女

43 〃 7/4,6 ﾍﾙﾑｰﾄ･ヴォルフ ブリテン 「戦争レクィエム」 第102回定期･東京文化,特別･東京ｶﾃﾄﾞﾗﾙ



      新星日響合唱団　公演記録
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大倉由紀枝(S)A.クラウス(T)小松英典(B)新星日響合唱団、荒川少年少女 新星定期１００回記念シリーズ
44 〃 12/26,27 ﾗｲﾝﾊﾙﾄ･ペータース ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別・新宿

佐藤康子(S)郡愛子(B)市原多朗(T)小松英典(B)新星日響合唱団
45 １９８８ 1/12 武藤　英明 ヴァチカージュ 「アペラツィオ」 第106回定期・東京文化

新星日響合唱団有志
46 〃 2/17 ﾊﾟｽｶﾙ･ヴェロ フォーレ 「レクィエム」 第107回定期・サントリー

常森寿子(S)芳野靖夫(B)新星日響合唱団
47 〃 7/16,18 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ヴェルディ 「レクィエム」 第111回定期・東京文化

佐藤しのぶ(S)伊原直子(A)田口興輔(T)池田直樹(B)新星日響合唱団
48 2/16,23,25,28 ｶｰﾙ･マルティン ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第114回定期・サントリー，特別新宿他

渡辺葉子(S)郡愛子(A)若本明志(T)芳野靖夫(B)新星日響合唱団
49 １９８９ 2/13 ﾊﾝｽ･ﾖｱﾋﾑ･カウフマンヘンデル オラトリオ「メサイア」 第116回定期・東京文化(ﾓｰﾂｧﾙﾄ編ﾄﾞｲﾂ語版)

常森寿子(S)郡愛子(A)鈴木寛一(T)小松英典(B)新星日響合唱団
50 〃 7/8,10 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト マーラー 交響曲第８番「千人の交響曲」 第120回定期・特別・サントリー

名古屋木実(S)西松甫味子(S)大島洋子(S)岩森美里(A)大藤裕子(A)伊達英二(T)小松英典(B)芳野靖夫(B)
新星日響合唱団、東京ライエン、荒川少年少女 新星日響創立２０周年記念

51 〃 9/21 山田　一雄 ベートーヴェン 「合唱幻想曲」 オーチャード オーチャード・ホール柿落シリーズ
Ｂ．ゲルバー(Pf)二期会合唱団員ソロ、新星日響合唱団

52 〃 12/18,23 ﾃﾞｨｰﾀｰ･ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ヴォルム  ベートーヴェン交響曲第９番「合唱付き」 第９特別・東京文化，サントリー
E.ﾁｯｶﾘﾝｸﾞ(S)K.ﾗｲｸｽ(A)B.ｸﾗﾌﾄ(T)J.ｸﾚｲﾗ(B)新星日響合唱団

53 １９９０ 2/28 飯守康次郎 ヴェルディ，ワーグナー　オペラ合唱曲集 第125回定期・サントリー
佐々木(S)合田(A)曽根(T)宮本(B)鈴木(B)新星日響合唱団、二期会合唱団

54 〃 6/20 ﾍﾙﾑｰﾄ･ヴォルムスベッヒャー モーツァルト　ミサ曲ハ短調「大ミサ」 第128回定期・サントリー
常森寿子(S)郡愛子(A)牧野成史(T)牧野正人(B)新星日響合唱団

55 〃 8/15 大町陽一郎 ハートフル・コンサート
有志出演

56 〃 10/21 郡司　　博 モーツァルト ｢レクィエム」 日本・ドイツコーラスフェスティバル

57 〃 12/16,19 ﾍﾟﾄﾙ･アルトリフテル ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別・芸術劇場，サントリー
N.ｴﾚｯｼﾞ(S)K.ｸﾗｲｽ(A)B.ｸﾗﾌﾄ(T)F.ｴﾘﾝﾎﾞｰ(B)新星日響合唱団

58 １９９１ 2/23 ｱﾝﾄﾈｯﾛ･アッレマンディ  ヴェルディ 「レクィエム」 第134回定期・サントリー
林康子(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)B.ｸﾗﾌﾄ(T)D.ﾄｩﾘﾏﾙｷ(B)新星日響合唱団

59 〃 5/22,26 ｳﾘｴﾙ･セガル マーラー 交響曲第２番「復活」 第136回定期・サントリー，芸術劇場
大倉由紀枝(S)伊原直子(A)新星日響合唱団

60 〃 11/24,30 大友　直人 バーンスタイン 交響曲第３番「カディッシュ」 第140回定期・サントリー，芸術劇場
小濱妙美(S)W.ﾑｰｱ(Nar.)新星日響合唱団、練馬児童

61    12/7,8,18,22 ﾗｲﾝﾊﾙﾄ･ペータース ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第7回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇、特別サントリー
I.ｸﾚﾑﾘﾝｸ(S)郡愛子(A)V.ﾎﾙﾝ(T)小松英典(B)新星日響合唱団

62 １９９２ 2/26 ﾕﾙｹﾞﾝ･ヘンシェン メンデルスゾーン オラトリオ「エリヤ」 特別・東京文化
常森寿子(S)E.ｳﾐｴﾙｽｷｰ(A)鈴木寛一(T)小松英典(B)新星日響合唱団

〃 8/16 小林研一郎 フォーレ「レクィエム」より、モーツァルト「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 サントリー、有志参加山田一雄ﾒﾓﾘｱﾑ
63 〃 9/6 ﾔｰﾉｼｭ･ツィフラ モーツァルト ｢レクィエム」 新宿文化 日本・ドイツコーラスフェスティバル

松林桂子(S)郡愛子(A)川瀬幹比虎(T)小松英典(B)新星ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ大聖堂　ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙofﾄｳｷｮｳ　
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64 〃 10/24 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ビゼー オペラ「カルメン」抜粋 第164回定期・特別サントリー，芸術劇場
伊原直子(A)名古屋木実(S)成田勝美(T)多田羅迪夫(B)他新星日響合唱団

65 〃 12/19,20 ﾗｲﾝﾊﾙﾄ･ペータース ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第16回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸術劇場、特別サントリー
C.ﾏﾛｰﾝ(S)郡愛子(A)B.ﾗｲｱﾝ(T)芳野靖夫(B,19)小松英典(B,20)新星日響合唱団

１９９３ 2/7 和田 薫 和田 薫 「機神兵団」完成イベント 昭和女子大人見講堂、有志参加
66 〃 2/28 ﾗｲﾝﾊﾙﾄ･ペータース ブラームス 「ドイツ・レクィエム」 特別・芸術劇場

常森寿子(S番場ちひろ代演)小松英典(B)新星日響合唱団
67 〃 3/28 山本　直純 佐藤真，ヘンデル 「大地讃頌」・「ハレルヤ・コーラス」 特別・芸術劇場 ハートフル・コンサート出演

新星日響合唱団有志
68 〃 5/9 玉置　勝彦 ブラームス 「ドイツ・レクィエム」 新宿文化 東京アマデウス管弦楽団に客演

常森寿子(S)小松英典(B)新星日響合唱団
69 〃 11/20,21 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 「荘厳ミサ曲」 第158回定期・特別サントリー，芸術劇場

大倉由紀枝(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)P.ﾊﾞｰﾃﾙｽ(T)小松英典(B)新星日響合唱団
70 〃 12/6 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第25回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸術劇場

三縄みどり(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)田代誠(T)福島明也(B)新星日響合唱団
71 〃 12/14,18 ﾊﾟｽｶﾙ･ヴェロ ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別芸劇，サントリー

C.ﾏﾛｰﾝ(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)B.ﾗｲｱﾝ(T)戸山俊樹(B)新星日響合唱団
72 １９９４ 3/10 ﾗｲﾝﾊﾙﾄ･ペータース ハイドン オラトリオ「天地創造」 特別・芸術劇場

池田京子(S)川瀬幹比虎(T)高井治(B小松氏の代演)新星日響合唱団
（この間に、芸術劇場で南ア平等法を祝いコシシケレリ・アフリカを歌う）

73 〃 6/24,26 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト プッチーニ オペラ「ラ・ボエーム」  第164回定期・特別サントリー，芸術劇場
松本美和子(S)市原多朗(T)塩田美奈子(S)他新星日響合唱団　合唱指揮三沢氏，瀬川氏　　　　演奏会形式上演

74 〃 10/22,23 沼尻　竜典 ウォルトン オラトリオ「ベルシャザール王の饗宴」
小松英典(B)新星日響合唱団 第166回定期サントリー・特別,芸劇

75 〃 12/11 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第34回サンフォニック芸劇
平松英子(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)田代誠(T)河野克典(B)新星日響合唱団

76 〃 12/17,18 ﾒｲﾙ･ミンスキー ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別芸劇、サントリー
大島洋子(S N.ｱｰｼﾞｪﾝﾀの代演)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)A.ﾄﾝﾌﾟｿﾝ(T)E.ﾕﾝｸﾞﾊﾝｽ(B)新星日響合唱団

77 〃 12/23 ﾒｲﾙ･ミンスキー シンフォニック・クリスマス・ガラ 新星特別、芸劇
ﾊﾚﾙﾔ･ｺｰﾗｽ,ｱｲｰﾀﾞ,ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ,椿姫ﾅﾄﾞ 新星日響合唱団、東京メモリアル

78 １９９５ 2/19 ｳﾞｫﾙﾌﾃﾞｨｰﾀｰ･マウラーモーツァルト ｢レクィエム」 中野ＺＥＲＯ大ホール 阪神大震災チャリティ
平松英子(S)木村圭子(A)川瀬幹比虎(T)北村哲朗(B)新星、ライエン、オラ研他 アンサンブルofトウキョウ

79 〃 3/19 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ラバディ バッハ 「マタイ受難曲」 新星特別・芸劇 新星合唱団２０周年
F.ｱﾚｲ(福音史家)小松英典(ｲｴｽ)平松英子(S)郡愛子(A)北村哲朗(B)新星合唱団、練馬児童合唱団

80 〃 10/29 ﾌﾗﾝｼｽｺ･ﾃﾞ･ガルベスオルフ 「カルミナ・ブラーナ」「アフロディーテの勝利」 新星合唱団２０周年、芸劇
蒲原史子(S)佐橋美紀(S)牧川修一(T)吉田伸昭(T)久岡昇(B)世田谷ジュニアcho.新星日響合唱団

81 〃 12/16,17 ﾊﾟｽｶﾙ･ヴェロ ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別サントリー、芸劇
大倉由紀枝(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)吉田浩之(T)河野克典(B)新星日響合唱団

82 １９９６ 2/18,20 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト マーラー 交響曲第２番「復活」 第44回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇、第178回定期ｻﾝﾄﾘｰ
大倉由紀枝(S)寺谷千枝子(A)新星日響合唱団

83 〃 12/6,8 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ヴェルディ オペラ「アイーダ」 第186回定期ｻﾝﾄﾘｰ、第52回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇
佐藤しのぶ(S)西明美(MS)田口興輔(T)牧野正人(B)他、新星日響合唱団 演奏会形式上演

84 〃 12/18,23 沼尻　竜典 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別芸劇



      新星日響合唱団　公演記録
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大倉由紀枝(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(A)川上洋司(T)木村俊光(B)新星日響合唱団
85 １９９７ 4/30 ﾊﾝｽ･ﾖｱﾋﾑ･ロッチュ バッハ ミサ曲ロ短調 新星特別・芸劇

古賀みはる(S)郡愛子(A)佐々木正利(T)J.ｺﾞｯﾄｼｯｸ(B)、新星日響合唱団
86 〃 9/22 秋山・井上・外山 　　　　乾杯の歌・フィンランディア・威風堂々 芸術文化都市東京をねがうコンサート

日本オーケストラ連盟・芸劇　　　有志参加
87 〃 11/15,16 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト ブルックナー ミサ曲第３番ヘ短調 第194回定期ｻﾝﾄﾘｰ、第60回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇

菅英三子(S)竹本節子(A)吉田浩之(T)福島明也(B)新星日響合唱団
88 〃 12/14,21,23ｵﾄﾏｰﾙ･マーガ ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別サントリー、芸劇

大倉由紀枝(S)永井和子(A)川上洋司(T)福島明也(B)新星日響合唱団
89 １９９８ 3/1 ﾊﾟｽｶﾙ･ヴェロ モーツァルト 「レクィエム」 新星特別・芸劇

幸田浩子(S)岩森美里(A)藤川泰彰(T)長谷川顯(B)新星日響合唱団
90 〃 4/30 沼尻　竜典 マーラー 交響曲第２番「復活」 東京オペラシティ-日本のオーケストラの時

佐藤しのぶ(S)寺谷千枝子(MS)新星日響合唱団 オペラシティ・タケミツメモリアム
91 〃 7/12 大勝　秀也 「オペラ合唱曲ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ等」 新星特別・サントリー

奥田佳道(解説・構成)      新星日響合唱団
92 〃 9/5,6 ｱﾝﾄﾈｯﾛ･アッレマンディ  ロッシーニ 「スタバト・マーテル」 第201回定期ｻﾝﾄﾘｰ､第67回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇

M.ｵﾌﾘﾝ(S)I.ﾛﾐｼｪﾌｽｶﾔ(MS)T.ｳｪﾙﾎﾞｰﾝ(T)宇野徹哉(B)新星日響合唱団 新星日響第２００回定期シリーズ
93 〃 12/18,23(2 佐渡　裕 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別サントリー、芸劇(2回)

大倉由紀枝(S)竹本節子(A)福井敬(T)木村俊光(B)新星日響合唱団
94 １９９９ 4/10 ﾊﾟｽｶﾙ･ヴェロ サン＝サーンス「レクィエム」、ヴィヴァルディ「グローリア」、ヴェルディ「テ・デ新星特別・芸劇

佐々木典子(S)津久井明子(MS)藤川泰彰(T)宇野徹哉(B)新星日響合唱団
95 〃 5/22 鄭　明勲 「アジアの子どもたちへ未来を」 新星３０周年特別・東京国際フォーラムＡ

中丸三千繪(S),五嶋龍(Vn)，宮本亜門(司会)  新星日響合唱団，藤原歌劇団合唱部協力
96 〃 6/13,14 ｵﾝﾄﾞﾚｲ･レナルト マーラー 交響曲第３番 第75回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇、第209回定期ｻﾝﾄﾘｰ

寺谷千枝子(MS)新星日響合唱団（女声）練馬児童合唱団、世田谷ジュニア合唱団
97 〃 11/21,22 菊池　彦典 ポンキエルリ歌劇「ラ・ジョコンダ」演奏会形式 ｻﾝﾌｫﾆｯｸ第78回芸劇、第212回定期ｻﾝﾄﾘｰ

下原千恵子(S)福井敬(T)牧野正人(B)他　藤原歌劇団合唱団、新星日響合唱団
98 〃 12/17,19,27大勝　秀也 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別サントリー、芸劇(2回)

大倉由紀枝(S)西明美(MS)水口聡(T)牧野正人(B)新星日響合唱団
99 ２０００ 5/27,28 小松　長生 マーラー 交響曲第２番「復活」 第217回定期ｻﾝﾄﾘｰ、第83回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇

菅英三子(S)竹本節子(MS)新星日響合唱団
100 〃 7/16 ﾎﾙｽﾄ・マイナルドゥス バッハ 「マタイ受難曲」 新星特別・芸劇 新星合唱団創立２５周年記念

　　　　　　　北村敏則(福音史家)宇野徹哉(ｲｴｽ)森麻季(S)押見朋子(A)竹内公一(T)李建郁(B)米谷毅彦(ﾕﾀﾞ他B)世田谷ｼﾞｭﾆｱcho.新星日響合唱団
101 〃 12/15,17,21小松　長生 ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 第９特別芸劇(2回)、サントリー

澤畑恵美(S)竹本節子(MS)市原多朗(T)牧野正人(B)新星日響合唱団
101 〃 12/31 小松　長生 マーラー「復活」フィナーレ等「ジルベスター・コンサート」出演（有志） オーチャード

東京フィルハーモニックＳＯ、Ｖマッローク(S)寺谷千枝子(MS)、新星日響合唱団
２００１ （1/23,1/27東京国際フォーラムＡにて、チョン・ミョンフン指揮アジア・フィルハーモニーの第９、ヴェル・レクに、有志が参加）

102 〃 2/25,27 ルイ・ラングレ プーランク グローリア 第89回ｻﾝﾌｫﾆｯｸ芸劇、第223回定期ｻﾝﾄﾘｰ
天羽昭恵(S)新星日響合唱団

103 〃 3/25 現田、佐藤、沼尻、星出、外山 新星日本交響楽団　ザ・ファイナル・コンサート 芸術劇場、特別
黒柳徹子、郡愛子、林英哲、安倍圭子、市原多朗、仲道郁代、井上圭子、歴代コン・マス、新星日響合唱団


