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Information & Topics 「ドナウの娘」
日本初演に向けて
～衣裳製作～

11月の「ドナウの娘」公演に向け、東京バレ
エ団のダンサーたちと同様に、舞台装置や衣裳
製作のスタッフも夏休み返上で準備をすすめて
います。なかでもロシアで行われている衣裳製
作については、日々、電子メールを使っての細
かいやりとりに追われています。なんといって
も、80人のダンサーが128の役を演じる「ドナ
ウの娘」では総数158点におよぶ衣裳が作られ
るのですから！
衣裳については、

すべて振付家の
ピエール・ラコ
ット氏がデザイ
ン画を起こし、
それに基づいて
製作されていま
すが、登場人物
たちのキャラク
ターや生活感な
どを含め、より
リアルに見せる
ための工夫は日
本側のスタッフが指示を出しているのです。
演出家としてラコット氏のこだわりが感じら

れることの一つに、第2幕のドナウの川底でフ
ルール・デ・シャンと水の精たちがかぶる白い
ヴェールの素材があります。先の来日時に、ラ
コット氏は自ら何種類もの素材を実際に宙に投
げてみて、ヴェールが描くシルエットを一枚一
枚吟味しました。水中での場面となるここでは、
ヴェールの揺れ方も表現の大切なポイントとな
るからです。

ダンサーの力量はもとよりですが、衣裳や装
置の一つひとつにも、きめ細かいこだわりが込
められた「ドナウの娘」は、東京バレエ団が誇
る新たな自信作として完成することでしょう。
どうぞお楽しみに。
なお、11月の初日までは「ドナウの娘」の公

式サイトもオープンしています。制作過程や稽
古場の様子などを随時紹介しますので、どうぞ
ご覧ください。
「ドナウの娘」公式サイト
http://www.nbs.or.jp/stages/0611 danuve/index.html

第11回世界バレエフェスティバル 全幕特別プロ
●「ジゼル」（全幕）
８月15日（火）6:30p.m. 東京文化会館
８月17日（木）6:30p.m. 東京文化会館

その他の公演
8/19（土）大阪「ジゼル」

フェスティバルホール ［06-6231-2221］
（ディアナ・ヴィシニョーワ、ウラジーミル・マラーホフ出演）

ジゼル：アリーナ・コジョカル（8/15）
ディアナ・ヴィシニョーワ（8/17）

アルブレヒト：マニュエル・ルグリ（8/15）
ウラジーミル・マラーホフ（8/17）

ほか、東京バレエ団

■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

■入場料［東京公演・税込］
S=¥15,000 A=¥13,000 B=¥11,000
C=¥  9,000 D=¥  7,000 E=¥   5,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000

「ジゼル」

フィレンツェ歌劇場2006年日本公演
●『ファルスタッフ』
9月11日（月）6:30p.m.   東京文化会館
9月13日（水）6:30p.m.   東京文化会館
9月16日（土）3:00p.m.   東京文化会館
9月18日（月・祝）3:00p.m. 東京文化会館

●『トゥーランドット』
9月17日（日）3:00p.m.   神奈川県民ホール
9月19日（火）6:30p.m.   NHKホール
9月21日（木）6:30p.m.   NHKホール

■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

●『ファルスタッフ』
［主な出演］
ファルスタッフ：ルッジェーロ・ライモンディ

（9/11, 9/13, 9/18）
ジョルジョ・スリアン（9/16）

アリーチェ：バルバラ・フリットリ（9/11,9/13,9/16）
セレーナ・ファルノッキア（9/18）

ナンネッタ：マリオラ・カンタレーロ
クイックリー夫人：エレナ・ジーリョ ほか
＊当初予定されていたナンネッタ役のステファニア・ボ
ンファデッリと、クイックリー夫人役のベルナデッテ・
マンカ・ディ・ニッサは、健康上の理由により、5月の
フィレンツェでの初演に参加できず、そのため日本公演
については上記の通り変更となりました。

●『トゥーランドット』
［主な出演］
トゥーランドット：アレッサンドラ・マーク
カラフ：カール・タナー（9/17,19）

アルベルト・クピード（9/21）
リュー：ノラ・アンセレム（9/17,9/21）

バルバラ・フリットリ（9/19） ほか

『ファルスタッフ』

■『ファルスタッフ』入場料［税込］
S=¥53,000 A=¥46,000 B=¥39,000
C=¥32,000 D=¥25,000
エコノミー券=¥10,000
学生券=¥9,000

■『トゥーランドット』入場料［税込］
S=¥50,000 A=¥43,000 B=¥36,000
C=¥29,000 D=¥23,000
エコノミー券=¥10,000
学生券=¥9,000
（横浜公演のみ D=¥22,000 ）

＊エコノミー券はe+のみで8月12日（土）、学生券は
NBSのみで7月21日（金）より受付。

＊左記のキャストは7月20日現在の予定です。

ズービン・メータ指揮 フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団演奏会
9月14日（木）7:00p.m. 東京芸術劇場 プログラム

ヴィヴァルディ：4つのヴァイオリンの協
奏曲　変ロ長調Op.27
モーツァルト：交響曲第41番K.551「ジュ
ピター」
ベルリオーズ：幻想交響曲Op.14

■入場料［税込］
S=¥17,000   A=¥14,000   B=¥11,000
C=¥  9,000   D=¥  7,000   E=¥  5,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで8月12日（土）、学生券
はNBSのみで7月21日（金）より受付。ズービン・メータ

10月5日（木）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
10月6日（金）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール

■主な出演
オデット／オディール
吉岡美佳（10/5）
上野水香（10/6）

ジークフリート王子
木村和夫（10/5）
高岸直樹（10/6）

■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

■入場料［税込］
S=¥10,000   A=¥8,000   B=¥6,000
C=  ¥4,000 D=¥3,000
学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで9月8日（金）より受付。

第11回世界バレエフェスティバル
●Aプロ
8月3日（木）6:00p.m. 東京文化会館
8月4日（金）6:00p.m. 東京文化会館
8月5日（土）3:00p.m. 東京文化会館
8月6日（日）3:00p.m. 東京文化会館
●Bプロ
8月 8日（火）6:00p.m. 東京文化会館
8月 9日（水）6:00p.m. 東京文化会館
8月10日（木）6:00p.m. 東京文化会館
8月11日（金）6:00p.m. 東京文化会館
●ガラ
8月13日（日）3:00p.m. 東京文化会館

■出演予定
（女性舞踊手）
ジョエル・ブーローニュ（ハンブルク・バレエA,Bプロのみ）
アリーナ・コジョカル（英国ロイヤル・バレエ団）
ルシンダ・ダン（オーストラリア・バレエ団）
オレリー・デュポン（パリ・オペラ座バレエ団）
イリーナ・ドヴォロヴェンコ（アメリカン・バレエ・シアター）
アレッサンドラ・フェリ（アメリカン・バレエ・シ
アター／ミラノ・スカラ座バレエ団）
シルヴィ・ギエム（英国ロイヤル・バレエ団）
アニエス・ルテステュ（パリ・オペラ座バレエ団）
マイヤ・マッカテリ（コロラド・バレエ団）
レティシア・オリヴェイラ（ヒューストン・バレエ団）
タマラ・ロホ（英国ロイヤル・バレエ団）
ポリーナ・セミオノワ（ベルリン国立バレエ団）
ガリーナ・ステパネンコ（ボリショイ・バレエ団）
エレーナ・テンチコワ（シュツットガルト・バレエ団）
ヴィエングセイ・ヴァルデス（キューバ国立バレエ団）
ディアナ・ヴィシニョーワ（マリインスキー・バレエ）
（男性舞踊手）
フィリップ・バランキエヴィッチ（シュツットガルト・バレエ団）
ホセ・カレーニョ（アメリカン・バレエ・シアター）
ロメル・フロメタ（キューバ国立バレエ団）
ヨハン・コボー（英国ロイヤル・バレエ団）
ズデネク・コンヴァリーナ（ナショナル・バレエ・オブ・カナダ）
マシュー・ローレンス（オーストラリア・バレエ団）

ニコラ・ル・リッシュ（パリ・オペラ座バレエ団）
マニュエル・ルグリ（パリ・オペラ座バレエ団）
デヴィッド・マッカテリ（英国ロイヤル・バレエ団）
アンドレイ・メルクーリエフ（ボリショイ・バレエ団）
ウラジーミル・マラーホフ（ベルリン国立バレエ団）
ジョゼ・マルティネス（パリ・オペラ座バレエ団）
アレクサンドル・リアブコ（ハンブルク・バレエ）
ジル・ロマン（モーリス・ベジャール・バレエ団）
ロバート・テューズリー
イヴァン・ウルバン（ハンブルク・バレエガラのみ）
イナキ・ウルレザーガ（オランダ国立バレエ団）
フリーデマン・フォーゲル（シュツットガルト・バレエ団）

■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団
共演：東京バレエ団

■A, Bプロ入場料［税込］
S=¥25,000  A=¥22,000  B=¥19,000
C=¥15,000  D=¥11,000  E=¥  7,000

■ガラ入場料［税込］
S=¥28,000  A=¥25,000  B=¥22,000
C=¥18,000  D=¥14,000  E=¥10,000
F=¥  8,000

＊予定されていたアンドレイ・ウヴァーロフとマリア・ア
イシュヴァルトは、怪我のため来日できなくなりました。
代わりましてアンドレイ・メルクーリエフ（ボリショイ・バ
レエ団）がA,Bプロおよびガラに、エレーナ・テンチコワ
（シュツットガルト・バレエ団）がBプロに出演いたします。
＊表記の出演者は7月20日現在のものです。

東京バレエ団「白鳥の湖」

11月16日（木）6:30p.m. 東京文化会館
11月17日（金）6:30p.m. 東京文化会館
11月18日（土）3:00p.m. 東京文化会館

■主な出演
フルール・デ・シャン
斎藤友佳理（11/16, 11/18）／吉岡美佳
（11/17）
ルドルフ
木村和夫（11/16, 11/18）／後藤晴雄（11/17）

■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団

■入場料［税込］
S=¥11,000   A=¥9,000   B=¥7,000
C=¥5,000     D=¥4,000   
エコノミー券=¥3,000  学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
10月13日（金）より受付。

東京バレエ団「ドナウの娘」

 

東京バレエ団が総力をあげて祝う
ベジャール生誕80周年記念

特別公演シリーズ
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「ザ・カブキ」
（2007年1月）

3演目特別通し券
9月2日（土）10:00a.m.先行発売
ベジャールの「くるみ割り人形」

9月9日（土）10:00a.m.前売開始

「ベジャールのくるみ割り人形」
12月6日（水）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
12月7日（木）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
■主な出演
ビム：高橋竜太（12/6）、氷室友（12/7）
母：吉岡美佳（12/6）、高木綾（12/7）
M…：中島周（12/6,7） ほか
■入場料［税込］
S=¥10,000   A=¥8,000  B=¥6,000  C=¥5,000
D=¥4,000

「ザ・カブキ」
2007年1月23日（火）6:30p.m. 東京文化会館
2007年1月24日（水）6:30p.m. 東京文化会館
■入場料［税込］
S=¥10,000   A=¥8,000  B=¥6,000  C=¥5,000  
D=¥ 4,000 E=¥3,000

《ベジャールのアジア》
2007年1月27日（土）3:00p.m. 東京文化会館
2007年1月28日（日）3:00p.m. 東京文化会館
■入場料［税込］
S=¥10,000   A=¥8,000  B=¥6,000  C=¥5,000
D=¥ 4,000 E=¥3,000

巨匠モーリス・ベジャールとの深い信頼関係をもつ東京バレ
エ団が、2006年から2007年に向けて開催するベジャール氏の生
誕80歳記念公演シリーズも、いよいよクライマックスを迎えま
す。ファンの皆さんには、魅惑的な演目というだけでなく、敬
愛と祝意を込めた企画ならではの嬉しい特典もご用意しました。
「くるみ割り人形」は、ベジャールが自身の少年時代を投影

し、美しく切ない思いを描き出した作品。東京バレエ団にとっ
ても5年ぶりの上演となる今回は、主要人物M...をはじめ、ニュ
ーキャストでの新鮮な舞台が、また新たな感動を呼ぶはずです。
ベジャールと東京バレエ団といえば「ザ・カブキ」！世界に認
められた不朽の名作を見逃すことはできません。シリーズ掉尾
を飾るのはベジャールがアジアをテーマに生み出した傑作の
数々。圧倒的なエネルギーで観客の心を揺さぶり、再演が待望
されていた「中国の不思議な役人」と「舞楽」、「バクチIII」ほか、
新たなレパートリーが予定されています。

2007年NBS公演
ラインナップ

一挙公開

ラコット氏のデザイン画に基づ
いて製作されたドナウの女王の
衣裳

水の精たちがかぶるヴェールの素材にも、ラコット
氏のこだわりが・・。（写真は舞台稽古より）

東京バレエ団の公式ブログが
スタートしました！
東京バレエ団の公式ブログが7月7日よりスタ

ートしました。ダンサーの素顔、稽古場の様子
や作品の魅力など、東京バレエ団のすべてを知
っていただけるものを目指しています。PCだ
けでなく、携帯でもご覧いただけます。
東京バレエ団公式ブログ
PC用アドレス
http://blog.eplus.co.jp/tokyoballet/
携帯用アドレス
http://kb.eplus.co.jp/index.php?b=tokyoballet

（劇場リハーサルより）

《ベジャールのアジア》
（2007年1月）

「中国の不思議な役人」「舞楽」「バクチIII」ほか

第１弾
「ベジャールのくるみ割り人形」
（2006年12月）
「ベジャールのくるみ割り人形」
（2006年12月）

特別ペア券
★大人ペア券　S席2枚=¥18,000  A席2枚=¥14,400
★親子ペア券　S席2枚=¥15,000  A席2枚=¥12,000

3演目特別通し券
S=¥21,000   A=¥16,800  B=¥12,600
ベジャールの80歳（傘寿）を祝うシリーズ3演目を同時にお申し込みいただいた方には、ふだんでは考
えられない30パーセント引きの特別価格で提供させていただきます。
＊3演目特別通し券の販売はNBSチケットセンターのみで行います。定数に達し次第締め切らせていた
だきますので、お早めにお申し込みください。（3演目は同一の席ではありません。）

第2弾

第3弾

Photo:Kiyonori Hasegawa

「舞楽」
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バレエフェス30年
佐々木忠次

世界バレエフェスティバルが30周年を迎えた。
1976年にスタートし、3年ごとに開催して11回目。
振り返ってみると、3年ごとというのがちょうど竹
の節のようで、その一つひとつの節目を思い出すと、
この30年間の世界のバレエ界の動き、日本のバレエ
界の移り変わりが、実感をともなって理解できるよ
うな気がする。
昔のことに思いをめぐらすと懐旧の情を揺さぶら

れるが、第1回、第2回のころのことは、セピア色

ながら不思議と鮮明に憶えている。いまでこそ海外
から来日するダンサーは引きも切らず、ダンサーた
ちにとって日本は格好の稼ぎ場になっているが、第
1回当時は海外からアーティストを招くことがまだ
珍しい時代だった。出演料を払うにしても、「日銀ラ
イセンス」と呼ばれていた外貨の支払い証明書が必
要だったのだ。今ではEメールやFAXでやりとりを
しているが、当時海外との通信手段は主に手紙だっ
たし、急ぎのときは電報だった。その後テレックス
で連絡できるようになって、ずいぶん便利になった
と感じたものである。電話も旧ソ連に連絡するとき
には、KDDにあらかじめ何時に電話をしたいと申し
込まなければならなかったが、それでもなかなか繋
がらなかった。出演の条件もこちらが提示すれば、
アーティストの方でごねることはほとんどなかっ
た。そんな時代から、このフェスティバルはスター

トしたのだった。第1回目に出演した今は亡きマー
ゴ・フォンティンは、このフェスティバルの後、リ
ーダース・ダイジェスト誌に寄稿し、「やがて東京
が世界のバレエの中心地になるだろう」と書いて日
本のバレエ関係者を驚かせた。
第2回目は1979年、観客に振付に対する認識を高

めてもらおうと考え、「プティパからベジャールま
で」というサブタイトルをつけて、さまざまな振付
家の作品を紹介した。いま振り返って日本のバレエ
発展の歴史を考えると、この企画は我ながらなかな
か画期的だったと思う。第3回は1981年、パ・ド・
ドゥやソロだけでは単調になってしまうという考え
から、ジョルジュ・ドンの踊るベジャール振付の
「ボレロ」やランダー振付の「エチュード」を東京
バレエ団のコール・ド・バレエつきで上演した。
このころから、世界バレエフェスティバルはわが

国のバレエ・ファンの間で完全に定着したようだ。
オリンピックでもワールド・カップでもそうだが、
世界の一流プレイヤーたちが真剣に力の限りを尽く
して競技すれば、観るものは感動を覚えずにはいら
れない。単に稼ぎ場所として来日するアーティスト
との違いはそこにある。その感動と興奮が3年ごと
にくり返されて、11回も続いている。その時々のエ
ピソードを挙げればきりがないが、今回30周年を迎
えるにあたり、このフェスティバルがこれまでにバ
レエ界に果たしてきた役割を、一度総括しておいて
もいいのではないかと思っている。
幸い、このフェスティバルはいまやバレエの世界

において、とても有名な存在になった。自薦他薦の
売り込みも多く、参加を断るのに苦労しているし、
インターネット時代になって海外から観にきたいと
いうバレエ・ファンも増えてきている。日本はバレ

エにおいても世界有数の市場であることは間違い
ないが、その牽引車的な役割を担ってきたのがこ
のフェスティバルといって過言ではないだろう。
世界のバレエ界の潮流、新しい才能の台頭をいち
早く紹介するのもこのフェスティバルの役割だと
みなされているから、そうした期待を裏切るわけ
にはいかない。私が主宰者の立場でこのフェステ
ィバルについて語れば、自画自賛の謗りを免れな
いから、第10回を機に新書館から出された「世界
バレエフェスティバル写真集」にアレッサンド
ラ・フェリのコメントが載っていたので、それを
引用させていただく。
「世界バレエフェスティバルは間違いなく世界で

もっとも名声を勝ち得たガラ・コンサートで
す。・・・ここには芸術のための余地がきちんとあ
ります。ダンサーがみな自分自身を表現できるので

す。ですから、これは私が参加する唯一のガラ公演
なのです。・・・このフェスティバルでは私たちは
みんなで舞台を分かち合うことができます。こうし
てスターたちと感動を分かち合う機会を持てるとい
うのは、まさにフェスティバル特有のものだと思い
ます」（アレッサンドラ・フェリ）。参加者にこう言
ってもらえるのは主催者冥利に尽きる。
30年も続いてきたこのフェスティバルだが、周囲

がまだ存在意義を認めてくれるうちは、存続すべき
であると考えている。世界的に見ても、この種の催
しで30年も続いている例は少ないだろう。この原稿
を書いていて、突然降って湧いたように、昔このフ
ェスティバルを観た外国の友人から「これは日本が
世界に誇れる“文化資源”の一つだ」と言われた記
憶が蘇ってきた。30周年を迎えた今、この言葉が意
味をもち始めたのかもしれない。

ブルガリア出身の歌姫、ヴ
ェッセリーナ・カサロヴァ

が、いまや世界屈指のメ
ゾ・ソプラノとして活
躍していることは周知
のとおり。華麗なテ
クニックと豊かな表
現力は、彼女の世界
に引き込みます。オ
ペラと違ってリサイ
タルには、彼女自身

がいま最も心を寄せて
いる曲、いま彼女の魅
力が最も発揮される曲
が用意されます。カ
サロヴァの魅力に思
う存分酔えるこの機
会に、どうぞご期待
ください。

ワルトラウト・マイヤーのリ
ートの世界の魅力は、なんとい
っても、細やかな心象風景。喜
び、怒り、哀しみ、楽しみ、
すべての感情が巧みに表現さ
れていくなかで、聴き手も
また、人間のもつあらゆる
感情を豊かにしていける
のではないでしょうか。

喧騒の現代に生き
る人間に、いま最
も必要な、感情や

心の豊かさを蘇らせてくれ
ます。マイヤーのドイツ・
リートの一夜は、そんな効
果ももたらすはずです。

ズービン・メータと一度共演すると、すべての音楽家が彼を慕うよう
になるといいます。それはメータ自身が、音楽に対し、また共演者たち
に溢れるような愛情をもって接するからにほかなりません。メータ自身
が“第二の家族”と呼ぶイスラエル・フィルとのコンビは、まさに互い
を知り尽くし、同じ深さで音楽への愛を共有しているものならではの、
緻密で温もりのある響きを生み出します。今回はイスラエル・フィルの
創立70周年を記念した特別ツアーの一環になります。

歴史に名を残す優れた弦楽器奏者の多くがイスラエル出身である
のは何故なのか、あるいはイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

の魅力の一つとされる“世界一の弦”と呼ばれる響きを
もっているのは何故なのか、答えを見つけることは不可

能でしょう。しかし、ユダヤ系出身の弦
楽器奏者が、特有の素晴らしい音色を
持っていることは事実です。エルサレ

ム弦楽三重奏団のメンバーは、
いずれもイスラエル・フィルや
エルサレム交響楽団などでソ

リストとして活躍す
る精鋭。イスラエル
の音楽界を代表する
といっても過言では
ない高いレヴェルを
誇る弦楽三重奏団で

す。8年ぶりの来日演
奏会が実現します。

スカラ・フィルのトップ・メンバーを中心に、ひ
と味違った編成で構成されているスカラ室内管弦楽
団。レパートリーも普通のクラシックをひとひねり
したものとなっています。鮮やかなテクニックを
次々に披露し、音楽の楽しみを多様に膨らませます。
クラシック音楽ファンはもとより、いつもはクラシ
ック音楽を聴かない人、はじめて演奏会場を訪れる
人、あらゆる人が存分に楽しめるのが、スカラ室内
管弦楽団の魅力。ナレーションつきの特別プロ「幸
福の王子」も予定されています。

美しく輝く、その言葉を体現して世界の頂点に立
つマニュエル・ルグリが、信頼を寄せ、実力を認めた
仲間たちとともに繰り広げるこの公演は、毎回ファ
ンのため息を誘う華麗な世界を楽しませてくれま
す。第6回を迎える今回は、このシリーズ最終回。
ルグリ・ファンはもとより、オペラ座ファンは絶対
に見逃せません。

199７年と2002年の来日公演で
圧倒的な名演を残したバレンボ
イム率いるベルリン国立歌劇場。
今回も注目の作品を携えての来
日になります。2004年の初演の
際に大きな話題を集めたペータ
ー・ムスバッハ演出によるシェ
ーンベルクの宗教的な大作『モ
ーゼとアロン』、トーマス・ラン

グホフ演出によるドラマティッ
クな『ドン・ジョヴァンニ』、そ
してバレンボイムとはワーグナ
ー全10作品を創り上げたハリ
ー・クップファー演出による定
評ある『トリスタンとイゾルデ』。
巨匠バレンボイム指揮のこれら3
本のオペラには、衝撃と感動が
約束されています。

“ウィーンの女王”
“コロラトゥーラの女

王”と呼ばれて、
長年オペラ界に君
臨してきたエディ

タ・グルベローヴァ。
グルベローヴァは
オペラにリサイタ
ルにと、日本の
聴衆の前に立つたびに、さらなる芸
術の高みを示して驚嘆させてきま
した。今回は彼女のたっての希望
により、伴奏はハイダー指揮のオ

ヴィエド・フィラルモニア。その円熟
の極致に達した“女王”が、集大成
ともいえるコンサートを開きます。

気鋭の指揮者フリードリッヒ・ハイダーが音楽監督
をつとめるのが、オヴィエド・フィラルモニア。ハイ
ダーの情熱が実り、スペイン北部の都市オヴィエドか
ら初来日を果たします。予定されている曲目は、練り
上げられたオール・スペイン・プロ。パガニーニ・コ
ンクールの優勝者イワン・ポーチョキン、アルゼンチ
ン出身のバリトン、イヴァン・パレイが参加するとい
う中味がたっぷり詰まった魅力のコンサートです。

このオーケストラの歴史は、ベルリンの音楽の歴史そのものといって
も過言ではありません。もっともそれは、埃をかぶった伝統だけに縛ら
れているわけではないことは、誰もが認めるところでしょう。伝統的な
重厚な響きをもちながら、最先端の音楽を極める、これこそが、ダニエ
ル・バレンボイムの下に生み出されたベルリン・シュターツカペレの魅
力なのです。バッハ「マタイ受難曲」をはじめ、バレンボイムならでは
のプログラムが用意されることになっています。

3月 ズービン・メータ指揮
イスラエル・フィルハーモニー
管弦楽団

3月 ズービン・メータ指揮
イスラエル・フィルハーモニー
管弦楽団
創立70周年を迎えた“世界一の弦”。巨匠メータと
の緊密な結びつきから生まれた至福の響き！

4月 エディタ・グルベローヴァ
リサイタル
4月 エディタ・グルベローヴァ
リサイタル
フリードリヒ・ハイダー指揮
オヴィエド・フィラルモニア
数々の名演を繰り広げてきた“女王”が到達した
円熟の境地を披露！

4月 フリードリッヒ・
ハイダー指揮
オヴィエド・フィラルモニア

4月 フリードリッヒ・
ハイダー指揮
オヴィエド・フィラルモニア
気鋭の指揮者ハイダーが、情熱を傾けるスペイン
の若きオーケストラ、注目の初来日！

9月 ワルトラウト・
マイヤー リサイタル
9月 ワルトラウト・
マイヤー リサイタル
深淵なるドイツ・リートの世界を
堪能させる一夜が再び！

7月 スカラ
室内管弦楽団
7月 スカラ
室内管弦楽団
スカラ座の精鋭たちが変幻自在に
活躍するスーパー・コンサート！

7̃8月ルグリと輝ける
仲間たち
〈パリ・オペラ座バレエ団の仲間と共に〉

7̃8月ルグリと輝ける
仲間たち
〈パリ・オペラ座バレエ団の仲間と共に〉
シリーズ・ファイナルを飾る
最高の感動がここに！

7月 オーストラリア・
バレエ団
7月 オーストラリア・
バレエ団

『白鳥の湖』
『眠れる森の美女』
いま世界から熱い注目を集めている
英国バレエの流れをくむ正統派バレエ団

“ロイヤル”の名を冠することが示す通り、英国ロイヤル・バレエ団とともに英国の
バレエ界を代表するバーミンガム・ロイヤル・バレエ団。1990年にピーター・ライトを
継いでデビッド・ビントリーを芸術監督を迎えてからは、ますます英国ならではの物語
バレエを主とした、独自性が魅力となっています。12年ぶりとなる来日では、そのビン
トリー振付による「美女と野獣」、そしてピーター・ライト振付「コッペリア」という魅
惑の2作品が上演されます。ミュージカルやディズニーでおなじみの「美女と野獣」です
が、ビントリーが描くのはシニカルなユーモアに溢れた大人向けのゴシック・ロマン。
人間の野蛮な欲を具象化した野獣と、彼に怯えながらも惹かれていく美女の、それぞれ
の心の変化が幻想的な雰囲気のなかで表されるゾクゾクするような魅惑の注目作です。

11月 バーミンガム・ロイヤル・
バレエ団『コッペリア』『美女と野獣』
11月 バーミンガム・ロイヤル・
バレエ団『コッペリア』『美女と野獣』
英国ロイヤル・バレエ団の“姉妹カンパニー”、
魅惑の2作を携え12年ぶりの来日！

2月ヴェッセリーナ・
カサロヴァ リサイタル
2月ヴェッセリーナ・
カサロヴァ リサイタル
世界屈指のメゾ・ソプラノ、
華麗なる歌声の再来！ 3月 エルサレム

弦楽三重奏団
3月 エルサレム
弦楽三重奏団
イスラエルの音楽界を牽引する
腕利きたち、8年ぶりの来日

9̃10月 ダニエル・
バレンボイム指揮
ベルリン・シュターツカペレ

9̃10月 ダニエル・
バレンボイム指揮
ベルリン・シュターツカペレ
バレンボイムによって、さらに磨き上げられた
ドイツの名門オーケストラによる
特別コンサート

The Israel Philharmonic Orchestra
Conducted by Zubin Mehta
The Israel Philharmonic Orchestra
Conducted by Zubin Mehta

Ensemble Strumentale
Scaligero
Ensemble Strumentale
Scaligero

Manuel Legris et 
ses Etoiles
Manuel Legris et 
ses Etoiles

Waltraud Meier RecitalWaltraud Meier Recital

Birmingham 
Royal Ballet
Birmingham 
Royal Ballet

Staatskapelle Berlin 
Conducted by Daniel Barenboim
Staatskapelle Berlin 
Conducted by Daniel Barenboim

The
Jerusalem
String 
Trio

The
Jerusalem
String 
Trio

Edita Gruberova RecitalEdita Gruberova Recital

「美女と野獣」

2007年豪華ラインナップ発表
『白鳥の湖』

Vesselina Kasarova RecitalVesselina Kasarova Recital

2007年豪華ラインナップ発表

“新しき名門”と称されるオーストラリア・バレ
エ団は、実力はもとより、「21世紀の古典バレエを
探る」というポリシーにおいても、世界のバレエ界
の注目を集めています。10年ぶりとなる来日公演に
プログラムされた2つの作品は、まさにこのバレエ
団の姿勢そのものといえるでしょう。2002年に初演
されたグレアム・マーフィー振付による「白鳥の湖」
は、古典の枠組みを生かしつつも、現代人の感情を
繊細に表現したドラマ性と独自の美しさをもつ名舞

台です。ウェディングドレス姿のオデットとタキシードを着たジークフリートが象徴するように、白と黒
を基調としたシンプルな色調、豪華なデコレーションをスタイリッシュに見せ、視覚的にもインパクトの
強い「白鳥の湖」といえるでしょう。また、2005月9月に初演された「眠れる森の美女」も、南半球なら
ではの季節感を盛り込んだ意欲作で、鮮烈な印象をもたらすこと間違いなし！

『眠れる森の美女』

The Australian BalletThe Australian Ballet

『ドン・ジョヴァンニ』

9̃10月
『ドン・ジョヴァンニ』『トリスタンとイゾルデ』『モーゼとアロン』

9̃10月
『ドン・ジョヴァンニ』『トリスタンとイゾルデ』『モーゼとアロン』
“帝王”バレンボイムが絶対の自信をもって放つ、衝撃と興奮と感動の3本！

『トリスタンとイゾルデ』

『モーゼとアロン』

Deutsche Staatsoper BerlinDeutsche Staatsoper Berlin

Oviedo Filarmonia 
Conducted by Friedrich Haider
Oviedo Filarmonia 
Conducted by Friedrich Haider


