
歴史と伝統のオーケストラ
早稲田大学交響楽団は、「ワセオケ」の愛称で親しまれる早稲田大学公認のオーケス

トラです。2013年に創立 100周年を迎えた当楽団には現在約 250名が所属しており、
日々活動に励んでいます。年間 4～5回の主催公演に加え、外部からの依頼による演奏
活動も多数行っております。

早稲田大学交響楽団“ワセオケ”
共演者も多岐にわたり、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団や NHK交響楽団を中

心に、世界一流のアーティストを共演者としてお迎えしております。昨年度行われた、
ドイツ・オーストリアの 12都市を巡る第 15回海外公演「ヨーロッパツアー2018」では、
太鼓奏者の林英哲氏・英哲風雲の会と共演し、各地で好評を博しました。

1984年桐朋学園大学を卒業後、ベルリン芸
術大学に留学、1986年ニコライ・マルコ国際
指揮者コンクールで優勝。

1985年 12月からカラヤンの亡くなるまで彼
のアシスタントを務め、1993年から 1998年ま
でヘルシンボリ交響楽団（スウェーデン）の首席
客演指揮者を務めた。日本国内では 1988年Ｎ
ＨＫ交響楽団を指揮してデビュー、オーケスト
ラ・アンサンブル金沢のプリンシパル・ゲスト・
コンダクター（1991年 ～ 1993年）、九州交響
楽団の常任指揮者（1996年 ～1999年）を歴任。
また、大阪音大ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団常任指揮者（2002年～
2008年）を務め、2005年秋には、新国立劇場より松村禎三《沈黙》公演が
招待され、東京の音楽界にも衝撃を与えた。2008年 4月より同団名誉指揮
者就任。

2006年 4月からは仙台フィルハーモニー管弦楽団より指揮者として迎えら
れ、R.シュトラウス「英雄の生涯」、シューマン：交響曲第 2番・交響曲第 4
番などの CD制作も行うなど積極的な活動を展開、2009年 4月から 2012年
3月まで同団の正指揮者を務める。

2008年 9月に行われた愛知県文化振興財団主催によるヴェルディ「ファル
スタッフ」の公演においても大きな成果を上げ、「第17回三菱UFJ信託音楽賞」
を受賞。
また、2011年2月にはシューマン作曲歌劇「ゲノフェーファ」日本舞台初演や、

2013年 1月、2016年 3月には水野修孝 歌劇「天守物語」を行うなど、現在、
オペラ、オーケストラの両面において着実な成果を積み上げている指揮者とし
て、ますます注目を浴びている。東京藝術大学音楽学部指揮科教授。

2016年 4月より千葉交響楽団（旧ニューフィル千葉）音楽監督に就任、「お
らが街のオーケストラ」をキャッチフレーズに定期から音楽教室まで幅広く活
動をしている。

■プログラム

■チケット取り扱い（第 203回・第 204回共通） ■お問い合わせ

リスト 

交響詩「レ・プレリュード」
Franz Liszt / Sinfonische Dichtung Nr.3 „Les Préludes“

ビゼー

「カルメン」組曲 第 1番 ,第 2番より抜粋
Georges Bizet / Carmen Suite No.1, 2 - Extrait

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品 14
Hector Berlioz / Symphonie Fantastique op.14

Ⅰ.  夢、情熱  Rêveries, Passions

Ⅱ. 舞踏会  Un bal

Ⅲ. 野の風景  Scène aux champs

Ⅳ. 断頭台への行進  Marche au supplice

Ⅴ. 魔女の夜宴の夢  Songe d'une nuit du Sabbat

指揮：山下 一史（当楽団名誉指揮者） 

※未就学児のご入場はお断りしております。
※お車でのご来場はご遠慮ください。
※曲目・曲順・出演者等は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※会場内での録音・撮影はお断りしております。

受付時間 : 10:30～ 17:00 （日曜・祝日を除く）
〒162-0051 東京都新宿区西早稲田 2-1-17 酒井ビル B1
Tel: 03-3204-3585　Fax: 03-5539-4334
E-mail:  o�ce@wso-tokyo.jp

早稲田大学交響楽団事務所

最新情報はこちら

◆早稲田大学交響楽団事務所　

　Tel. 03-3204-3585　Fax.03-5539-4334

◆早稲田大学交響楽団チケットウェブ　

　https://ticket.wso-tokyo.jp/
◆チケットぴあ
　Tel. 0570-02-9999

各回チケット料金(全席指定) …………………………………

※コンサート会員のお客様に向けて、お得なチケットもご用意しております。
　コンサート会員についての詳細は、早稲田大学交響楽団オフィシャルサイトをご覧ください。
※お支払い方法は、〈銀行振込〉または〈当日現金精算〉よりお選びいただけます（チケットぴあを除く）。
銀行振込の場合は、電話またはチケットウェブでご予約いただいた上で、右記「お問い合わせ」に
記載の銀行口座へお振り込みください。

お求め先  ………………………………………………… 

￥3,500S ￥3,000A ￥2,500B

【チラシ制作担当】 表面：三木 つばさ (Vn.3)　裏面：山口 祥平 (Cb.3)

■東京オペラシティへのアクセス

東口より 徒歩5分
東京オペラシティビル直結

京王新線

初台駅

徒歩14分

小田急小田原線

参宮橋駅

都営大江戸線
西新宿五丁目駅
A2出口より 徒歩17分

好評発売中！

￥2,500A
学生学生券（小･中･高･大･専）

当日精算のみ・要学生証 ￥2,000B
学生

第203回定期演奏会 2019.2.28（木）18:00開場 19:00開演
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

2019.3.21（木・祝）13:00開場 14:00開演
サントリーホール 大ホール第204回定期演奏会

早稲田大学第一文学部卒業。桐朋
学園大学を経て 1992年よりウィーン
国立音楽大学指揮科に入学、指揮を
高階正光、カール・エステルライヒャ、
ウロシュ・ラーヨヴィッチ、湯浅勇治
の各氏に師事。1997年イタリア・シ
エナのキジアーナ音楽院より指揮科最
優秀受講生に贈られる「フランコ・フェラーラ大賞」を授与され、１年間ジャンル
イジ・ジェルメッティ氏のアシスタントとしてロンドン・コヴェントガーデン、ミュ
ンヘン・フィル、ローマ・サンタチェチーリア管等に同行し研鑽を重ねる。また、
2001年より１年半にわたりイタリア・フィエーゾレ音楽院においてカルロ・マリア・
ジュリーニ氏より定期的に指導を受けた他、2000年以降ヨルマ・パヌラ、ネーメ・
ヤルヴィ両氏の下で研鑽を積む。2000年ミトロプーロス国際指揮者コンクール
優勝。
これまでにヴェニスのフェニーチェ歌劇場管弦楽団、サンクト・ペテルブルグ・
フィルハーモニー交響楽団、オランダ放送管弦楽団、モスクワ室内管弦楽団、
ウィーン室内管弦楽団を始め、イタリアを中心にヨーロッパ各国のオーケストラ
へ客演。日本に於いては 2001年に大阪交響楽団（旧大阪シンフォニカー交響楽
団）を指揮してデビュー。これまでに札幌交響楽団、新日本フィルハーモニー交
響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交
響楽団、セントラル愛知交響楽団、中部フィルハーモニー交響楽団、関西フィル
ハーモニー管弦楽団、九州交響楽団等を指揮している。近年はイタリア・パドヴァ
管弦楽団、フランス国立ロワール交響楽団、ブラジル・ポルトアレグレ交響楽団、
イギリス室内管弦楽団等に客演。大阪交響楽団とは、2004年 1月の正指揮者
就任以来緊密な関係を続けている。2011年 4月、同楽団常任指揮者に就任。
ウィーン在住。

■プログラム
ウェーバー 

歌劇「オイリアンテ」序曲 作品 81
Carl Maria von Weber / Ouvertüre zur Oper „Euryanthe“ op.81

モーツァルト

交響曲第41番 ハ長調『ジュピター』K.551 
Wolfgang Amadeus Mozart / Sinfonie Nr.41 C-Dur „Jupiter“ K.551

ブラームス

交響曲第 3番 へ長調 作品 90
Johannes Brahms / Sinfonie Nr.3 F-Dur op.90

R. シュトラウス

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの
愉快ないたずら」作品 28
Richard Strauss / Sinfonische Dichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op.28

指揮：寺岡 清高
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■サントリーホールへのアクセス

13番出口  改札より徒歩7分

東京メトロ銀座線

溜池山王駅

13番出口  改札より徒歩10分

3番出口  改札より徒歩5分

東京メトロ南北線

六本木一丁目駅
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アーク
森ビル

アーク

カラヤ
ン広場

アークヒルズ
サウスタワー

アーク
タワーズ

ANA
インターコンチネンタル

ホテル東京

サントリーホール
Suntory Hall

六本木一丁目
3番出口

溜池山王
13番出口

© ai ueda

© 木村護

© 横田敦史写真事務所

振込先銀行口座（ご予約後にお振り込みください）
みずほ銀行 早稲田支店（068）普通 1712178 早稲田大学交響楽団

www.wso-tokyo.jp @wsotokyo Waseda Symphony
Orchestra Tokyo

東京メトロ南北線

溜池山王駅

第 203回 Pコード  [136-212]
第 204回 Pコード  [137-056]


