
 

タングルウッド音楽祭 ２０１２年 夏 
 

マンハッタンから約３時間の快適ドライブ。ハドソン河沿いに北に向かってマサチュー

セッツ州に入ってすぐの小さな街がレノックスです。夏の間、ボストン交響楽団はその

本拠地をこのレノックスのタングルウッドに移します。タングルウッドのある地方は、バ

ークシャーと呼ばれ、夏は避暑地として、秋には紅葉の美しさでも知られています。 
 

タングルウッドでのボストン交響楽団のコンサートは１９３７年から始まりました。初期の

頃は夏の練習場だったそうです。その後、ボストン交響楽団の発展につくした音楽監

督のセルゲイ・クーセヴィッキ氏の名前を冠した簡易コンサートホールのクーセヴィッ

キ・シェッドが出来ると、タングルウッドの名前は世界に広まるようになり、ボストン交響

楽団だけでなく、世界からたくさんの一流演奏家が集うようになり、特に小澤征爾氏

が音楽監督を務めていた８０年代から９０年代にかけて、世界の一流音楽祭として発

展をしていきました。 
 

クーセヴィッキ・シェッドは扇形のシェッド（小屋）で、舞台の後を除いて壁がなく、後

方は芝生の広場になっていて、お弁当などを持ち込んで、ピクニック気分で一流演

奏家のクラシック音楽を楽しむことができます。夜は空いっぱいの星を眺めながら、一

流演奏者の音楽を鑑賞する贅沢も楽しみのひとつです。 
 

今年も魅力あるプログラムが数多くあり、どのコンサートへ行こうか迷うところですが豊

かな自然を背景に、素敵な演奏に巡り会えたらいいなと楽しみにしています。 
 

ノーマン・ロックウェル・美術館やレッド・ライオン・インでの食事もかかせません。（入

場料、食事代はツアー料金には含まない場合は、追加料金となります）。 

 
 

         「レッドライオン・イン」 
 

                  ニューイングランド地方の小 

                  さな街、ストック・ブリッジで 

                  ２００年以上の歴史を誇るア 

                  ンティーク・ホテル。 

                  1773 年に小さな宿屋として 

開業。その当時はアルバニーとボストンを結ぶ駅馬車の

停車場としても使われており、１９世紀後半には１００人

のゲストが泊れる程の大きなサマーホテルになりました。

１８９６年８月３１日の火事で全焼してしまいましたが、幸

いにも翌年建て直して再出発。現在の建物はこの時に

建てられたものです。ニューイングランド地方の歴史のあ

る名門ホテルとして、今までに数々の有名人も宿泊し、

その中には５人の歴代大統領（クリーブランド、マッキン

レー、セオドア・ルーズベルト、クーリッジ、フランクリン・

ルーズベルト）も含まれています。 

 

 

  

 タングルウッド音楽祭 ２０１２年 夏 
 

ボストン交響楽団            於：マサチュウセッツ州、レノックス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                    安心のキャデラック・サービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           仲間が集ったら、１０人乗りバン 
 

ピクニック気分で楽しめる野外芝生席、カレン・カーギルとタングルウッド・ミュージックセンター・オーケストラ、ティルソ 

ソン・トマス（指揮）、バークシャーの宝石「レッド・ライオン・イン」、ジェームズ・テーラー（７月２，３，４日） 

 次のページに続きます 
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プランＡ： ニューヨーク/タングルウッド 日帰り送迎プラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランＢ： ニューヨーク/タングルウッド 日帰り送迎プラン 
 ＜食事とノーマン・ロックウェル美術館 込＞ 
 

 

＜お 1 人様のサンプル（概算）料金＞ 

＄２８５． 
 

＜上記費用に含まれるもの＞ 

専用車での往復送迎料金、タングルウッド

入場料（野外芝生席）、レッドライオン・イン

での夕食（昼食） 
 

 

サンプル・スケジュール 

２：００ｐｍ  マンハッタンのホテルを出発。 

５：００ｐｍ  タングルウッド着。 

５：３０ｐｍ  「レッド・ライオン・イン」で夕食 

８：００ｐｍ  コンサートが始まります。 

１０：００ｐｍ コンサート終了後、ニューヨーへ。 

１：００ａｍ  マンハッタンのホテルで終了。 
 

 

 

プランＣ： ニューヨーク/タングルウッド ２泊送迎プラン 
 ＜食事とノーマン・ロックウェル美術館 込 
 

 

＜お 1 人様のサンプル（概算）料金＞ 

＄１，１００．から 
 

＜上記費用に含まれるもの＞ 

専用車での往復送迎料金、レノックスの街

の簡単に観光、タングルウッド入場料（野

外芝生席）、ノーマン・ロックウェル美術館

入場料、レッドライオン・インでの２泊のホ

テル代（２人部屋基準）と夕食１回。 
 

 

サンプル・スケジュール 

第１日 

３：００ｐｍ  マンハッタンのホテルを出発。 

６：００ｐｍ  レッドライオン・インで夕食。 

８：００ｐｍ  コンサートが始まります。 

１１：００ｐｍ コンサートが終了後、レッドライオ 

        ン・インに投宿。 

第２日 

９：００ａｍ  レノックスの街並みと緑の美しいバ 

        ークシャー地方の観光。ノーマン・ 

        ロックウェル美術館にも立ち寄りま 

        す。 

８：００ｐｍ  コンサートが始まります。 

１１：００ｐｍ コンサート終了後、ホテルで終了。 

第３日 

１１：００ａｍ 遅めの朝食の後、ホテルを出発。 

２：００ｐｍ  マンハッタンのホテルで終了。 

 
 

 

 

 次のページに続きます 
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＜お 1 人様のサンプル（概算）料金＞ 

＄２１４． 
 

＜上記費用に含まれるもの＞ 

専用車での往復送迎料金、タングルウッド

入場料（野外芝生席） 

 

サンプル・スケジュール 

４：００ｐｍ  マンハッタンのホテルを出発。 

７：００ｐｍ  タングルウッド着。 

８：００ｐｍ  コンサートが始まります。 

１０：００ｐｍ コンサート終了後、ニューヨーへ。 

１：００ａｍ  マンハッタンのホテルで終了。 
 

プランＤ： ニューヨーク/タングルウッド/ボストン周遊 
 

 

＜お 1 人様のサンプル（概算）料金＞ 

＄８８４．から 
 

＜上記費用に含まれるもの＞ 

専用車の料金、レノックスの街の簡単な観

光、タングルウッド入場料（野外芝生席）、ノ

ーマン・ロックウェル美術館入場料、レノック

ス郊外での１泊のホテル代（２人部屋基準）

と夕食（昼食）１回。 
 
 
 
 
 
 

 

サンプル・スケジュール 
 

ニューヨークでの手配もお任せ下さい。 
 

第１日 

１０：００ｐｍ マンハッタンのホテルを出発。 

        ノーマン・ロックウェル美術館や 

        バークシャー地方の観光。 

５：００ｐｍ  レッドライオン・インで夕食。 

８：００ｐｍ  コンサートが始まります。 

１１：００ｐｍ コンサート終了後、ホテルで終 

       了。 

第２日 

８：００ａｍ  ボストンに向けてホテルを出発。 

        ボストン市内観光。 

５：００ｐｍ  ボストンのホテルで終了。 
 

ボストンでの手配もどうぞお任せ下さい。 
 

 
 
 
 

１） 催行人数は４名様から１０名様です。 

２） 料金は出発日ごとに変わりますので、サンプル料金（参考料金）とさせていただ

き、発生ベースの手配旅行としてアレンジさせていただきます。 

３） 取消料は、出発１０日前までのお取消料はございません。それ以降のお取消料

は、ツアー費用の５０％、当日、前日、前々日のお取消は全額とさせていただきます。

タングルウッドの入場券購入後のお取消や変更は出来ませんので、ご了承ください。 

４） ガイドが運転手を兼ねます。 

５） 料金には、野外芝生席の料金が含まれますが、それ以外の席をご希望の場合

は、追加料金にて手配をさせていただきます。 

６） レッド・ライオン・インでの夕食のメニューは、サラダ、ステーキ/サーモン、コーヒー/

紅茶、昼食は、七面鳥のサンドイッチとスープ、コーヒー/紅茶を考えております。昼食

の場合は、料金より＄３０．安くなります。 

７） 詳細は担当の吉永英子ませ。イーメールなどでお問い合わせくささい。 
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 タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 

 

７月６日（金） 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

タングルッド第７５回 オープニング・ナイト ８：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 クリストフ・フォン・ドホナーニ、指揮 
 すべてベートーベンの作品 
 「レオノーレ」序曲 第１番 
 交響曲第６番へ長調「田園」 
 交響曲第５番 
 
７月７日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

土曜日の夜のコンサートのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

音楽とソサエティについて ２：３０ｐｍ オザワ・ホール 
 

ボストン交響楽団 マイケル・スターン、指揮 ８：３０ｐｍ シェッド 
ジョシュア・ベル（バイオリン） 
エドガー・マイヤー（コントラ・バス） 
 バーバー 序曲「悪口学校」 
 チャイコフスキー バイオリンとオーケストラのための幻想曲 
 マイヤー コントラバスとオーケストラのための協奏曲 
 チャイコフスキー 交響曲第４番 
 
７月８日（日） ２：３０ｐｍ シェッド 
ボストン・ポップス・オーケストラ キース・ロックハート、指揮 
バーナーデット・ピーターズ（スペシャル・ゲスト） 
 
７月１１日（水）  ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
アンネ‐ゾフィー・ムター（バイオリン） 
アンドレ・プレビン（ピアノ） 
 モーツワルト ピアノとバイロインのためのソナタ第２７番ト長調Ｋ.３７９ 
 フランク バイオリンとピアノのためのソナタ イ長調 
 プレビン Tango, Song, and Dance, for violin and Piano 
 プレビン ピアノとバイオリンのためのソナタ第２番 
 

タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 
 
６月２２日（金）、２４日（日） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 

ヨ・ヨ・マー（チェロ）とシルクロード・アンサンブル 
 
 
 
６月２３日（土） ７：００ｐｍ シェッド 
ダイアナ・クラール 
グラミー賞受賞歌手、最近のアルバム「静かな夜」からの数曲とジャズ・スタンダード。 
 
 
 
６月２８日（木）、２９日（金） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
マーク・モリス・ダンス・グループ 
タングルウッド・ミュージック・センターの仲間たち 
 

マーク・モリス （振付） 
マーチン・バルディナズとキャサリン・Ｍ・パターソン（衣装デザイン） 
マイケル・かいぼうすきーとニコール・ピアース（照明デザイン） 
フィリス・カティン（ナレーター） 
  Something Lies Beyond the Scene 
 ウォルトン Façade: An Entertainment Rock of Ages 
 シューベルト Piano Trio No.2 in E-flat, D.897, 2nd movement Festival Dance 
 フンメル ピアノ三重奏第５番 ホ長調 
 
 
 
６月３０日（土） ５：４５ｐｍ シェッド 
ギャリソン・キーラーとタングルウッドでのプレーリー・ホーム・コンパニオン 
 
 
 
７月２日（月）、３日（火）、４日（水） ７：００ｐｍ シェッド 
ジェームズ・テーラーと彼のバンド、仲間たち 
 
 
７月５日（木） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
エマーソン弦楽四重奏団 
 モーツワルト 弦楽四重奏曲第２１番ニ長調、Ｋ．５７５ 
 アデス Four Quarters, for string quartet 
 ベートーベン 弦楽四重奏曲第１３番変ロ長調、Ｏｐ．１３０「フーガ付」 
 
 次のページに続きます 
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 タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 

 

７月１５日（日）  ２：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 アンドリス・ネルゾンズ、指揮 
タングルウッド・フェスティバル合唱団 ジョン・オリバー、指揮 
 ストラビンスキー 詩篇交響曲 
 ブラームス 交響曲第２番 
 
 
７月１８日（水）  ８：００ａｍ オザワ・ホール 
ゲルハルト・オピッツ（ピアノ） 
 ブラームスのピアノ全集、プログラム１ 
 ピアノ・ソナタ第３番ベ短調、Ｏｐ．５ 
 スケルツォ変ホ短調、Ｏｐ．４ 
 ２つの狂詩曲、Ｏｐ．７９ 
 ４つのピアノ小品、Ｏｐ．１１９ 
 
 
７月１９日（木）  ８：００ａｍ オザワ・ホール 
ゲルハルト・オピッツ（ピアノ） 
 ブラームスのピアノ全集、プログラム２ 
 ４つのバラード、Ｏｐ．１０ 
 変奏曲ニ長調、Ｏｐ．２１、Ｎｏ.１ 
 ハンガリーの歌の主題による変奏曲ニ長調、Ｏｐ．２１、Ｎｏ.２ 
 シューマンの主題による変奏曲嬰ヘ短調、Ｏｐ．９、 
 ピアノソナタ第１番ハ長調、Ｏｐ．１ 
 
 
７月２０日（金）  ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

ボストン交響楽団 ８：３０ｐｍ シェッド 
クリストフ・エッシェンバッハ、指揮 
ダン・ズー（バイオリン） 
 バーンスタイン バイオリンとオーケストラのためのセレナーデ 

     （after Plato’s Symposium） 

 チャイコフスキー 交響曲６番「悲愴」 

タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 
 
７月１２日（木） ９：００ｐｍ オザワ・ホール 

中世期音楽のためのセクエンツィア・アンサンブル  ベンジャミン・バグビー、監督 
 
 
 

７月１３日（金）  ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
前座コンサート  タングルウッド音楽祭合唱団（ジョン・オリバー、指揮） 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

ボストン交響楽団 ８：３０ｐｍ シェッド 
アンネ‐ゾフィー・ムター（指揮とバイオリン） 
 すべてベートーベンの作品 
 バイオリン協奏曲第２番ニ長調、Ｋ．２１１ 
 バイオリン協奏曲第３番ト長調、Ｋ．２１６ 
 バイオリン協奏曲第５番イ長調、Ｋ．２１９ 
 
 
 

７月１４日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

日曜日の夜のコンサートのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

タングルウッド７５周年記念 ８：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 
ボストン・ポップス・オーケストラ 
タングルウッド・ミュージックセンター・オーケストラ 
  ジョン・ウィリアムズ、キース・ロックハート、アンドリス・ネルソンズ ‐ 指揮 
アンネ‐ゾフィー・ムター（バイオリン）、ヨ・ヨ・マー（チェロ）、エマニュエル・アックスとピーター・ゼルキ 
ン（ピアノ）、ジェームズ・テーラー（ボーカル）、スペシャル・ゲスト 
タングルウッド・フェスティバル合唱団（ジョン・オリバー、指揮） 
 コープランド 市民のためのファンファーレ 

 バーンスタイン 「オン・ザ・タウン」からの３つのダンス・エピソード、グレート・アメリカン・ソン 

    グ・ブックからの選曲 

 ハイドン ピアノ協奏曲ニ長調、第２と第３楽章 

 チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ(チェロと弦楽オーケストラのための) 

 サラサーテ カルメン幻想曲(バイオリンと弦楽オーケストラのための) 

 ストラウス ７枚のベールの踊り（歌劇「サロメ」から） 

 ベートーベン 合唱幻想曲 
 
 次のページに続きます 
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 タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 

 

７月２７日（金）  ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

ボストン交響楽団 マルチェロ・レーニンガー、指揮 
ネルソン・フレイレ（ピアノ） 
 モーツワルト ピアノ協奏曲第２０番ニ短調、Ｋ４６６ 
 ヴィラ・ロボス Momoprecoce, Fantasy for piano and orchestra 
 ムソリグスキー （orch. RAVEL)展覧会の絵 
 
 
７月２８日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

日曜日の夜のコンサートのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

音楽とソサエティについて ２：３０ｐｍ オザワ・ホール 
 

ボストン交響楽団 シャルル・デュトワ、指揮 
スーザン・グラハム（メゾ・ソプラノ） 
ポーツ・グローブズ（テノール） 
ウィリアム・ホワイト卿（バリトン） 
クリストファー・フェイガム（バス‐バリトン） 
タングルウッド音楽祭合唱団 ジョン・オリバー、指揮 
パルズ少年少女合唱団（Andy Icochea Icochea、指揮） 
 ベルリオーズ ファウストの効罰（フランス語で歌い、英語の字幕） 
 
 
７月２９日（日） ２：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 ジャルル・デュトワ、指揮 
エマニュエル・アックス（ピラノ） 
 ベートベン ピアノ協奏曲第３番 
 チャイコフスキー 交響曲第５番 
 
 
８月２日（木） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
ジェラルド・フィンレー（バリトン） 
 LOEWE、シューマン、ブリテンの歌 
 

タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 
７月２１日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

日曜日の夜のコンサートのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

音楽とソサエティについて ２：３０ｐｍ オザワ・ホール 
 

ボストン交響楽団  ８：３０ｐｍ シェッド 
アッシャー・フィッシュ、指揮 
 すべてワーグナーの作品 
 「リエンツィ」序曲 
 楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛と死 
 歌劇「ワルキューレ」からワルキューレの騎行 
 歌劇「ジークフリート」から森のささやき 
 パルシファル前奏曲 
 タンホイザー序曲 
 
 
７月２２日（日） ２：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 クルト・マズア、指揮 
ゲルハルト・オビッツ（ピアノ） 
 すべてモーツワルトの作品 
 アイネ・クライネ・ナハトムジーク 
 ピアノ協奏曲第２４番ハ短調、Ｋ．４９１ 
 交響曲３６番ハ長調「リンツ」 
 
 
７月２５日（水） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
ゲルハルト・オピッツ（ピアノ） 
 ブラームスのピアノ全集、プログラム３、６つのピアノ小品、Ｏｐ．１１８ 
 ４手のためのワルツ集（または１６のワルツ）、Ｏｐ．３９ 
 パガニーニの主題による変奏曲 作品３５ 第１巻 第３巻 
 ７つの幻想曲、Ｏｐ．１１６ 
 
 
７月２６日（木） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
ゲルハルト・オピッツ（ピアノ） 
 ブラームスのピアノ全集、プログラム４、８つのピアノ小品、Ｏｐ．７６ 
 ピアノ・ソナタ ２番変へ短調、Ｏｐ．２ 
 ３つの間奏曲、Ｏｐ．１１７ 
 ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ、Ｏｐ．２４ 
 
 次のページに続きます 
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 タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 

 

８月７日（火）  ８：３０ｐｍ シェッド 
タングルウッド・オン・パレード 
ボストン交響楽団、ボストン・ポップス・オーケストラ、タングルウッド・ミュージック・センター・オーケ

ストラ  ステファン・ドヌーヴ、キース・ロックハート、ロリン・マゼール、クリストフ・フォン・ドハナー

ニ、ジョン・ウィリアムス ‐ 指揮者たち 
 ベートーベン 序曲「エグモント」 
 ラベル マザー・グース組曲（マ・メール・ロワ） 
ジョン・ウィリアムス 最近の映画音楽 
 チャイコフスキー 荘厳序曲 １８１２年 など 
 
 
８月１０日（金） 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 ピンカス・ズーカーマン、指揮とバイオリン 
エリザベス・ロー（フルート） 
ジョン・フェリッロ（オーボエ） 
マルコム・ロー（バイオリン） 
ジョン・ギボンズ（ハープシコード） 
 すべてブラームス作品 
 ブランデンブルク協奏曲第３番 
 オーボエとバイオリンのための協奏曲ハ短調、ＢＷＶ１０６０ 
 ２つのバイオリンのための協奏曲ニ短調、ＢＷＶ１０４３ 
 バイオリン協奏曲第１番イ短調、ＢＷＶ１０４１ 
 ブランデンブルク協奏曲第５番 
 
 
８月１１日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

日曜日のプログラムのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

ボストン交響楽団 ステファン・ドヌーヴ、指揮 ８：３０ｐｍ シェッド 
ヨ・ヨ・マー（チェロ） 
 プレビン 新作品 
 エルガー チェロ協奏曲 
 ショスタコビッチ 交響曲第５番 
 

タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 
 
８月３日（金） 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

ボストン交響楽団 ８：３０ｐｍ シェッド 
ロリン・マゼール（指揮） 
ジェラルド・フィンレー（バリトン） 
 モーツワルト 交響曲第３８番「プラハ」 
 モーツワルト コジ・ファン・トゥッテ、フィガラの結婚、ドン・ジョバンニからのアリア 
 ラベル 道化師の朝の歌 
 ラベル バリトンとオーケストラのためのドゥルシネア姫に思いを寄せるドン 
    ・キホーテ 
 ラベル ダフニスとクロエ第２組曲 
 
 
 
８月４日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

日曜日の夜のコンサートのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

ボストン交響楽団  ８：３０ｐｍ シェッド 
クリストフ・フォン・ドホナーニ、指揮 
イェフィム・ブロフマン（ピアノ） 
 シューマン 協奏曲第４番 

 ブラームス ピアノ協奏曲第２番 

  

 
 
８月５日（日） ２：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 ロリン・マゼール、指揮 
ジャン‐イヴ・ティボーテ（ピアノ） 
 GANDOLFI 新作  
 サン‐サーンス ピアノ協奏曲第５番「エジプト風」 
 ベルリオーズ 幻想交響曲 
 

クリス・ボティ（トランペット） ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
 

 
 
 次のページに続きます 
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 タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 

 

８月１９日（日）  ２：３０ｐｍ シェッド 
レオナルド・バーンスタイン記念コンサート 
タングルウッド・ミュージック・センター・オーケストラ ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス、 指揮 
ギル・シャハム（バイオリン） 
 ベートーベン バイオリン協奏曲 
 バルトーク オーケストラのための協奏曲 
 
 
８月２２日（水）  ８：００ａｍ オザワ・ホール 
ボストン・シンフォニー・チェンバー・プレイヤーズ 
 フォス for Aaron 

 Ｊ．Ｓ．バッハ カンタータ「悲しみを知らぬもの」、ＢＷＶ２０９ 

 ヒンデミット ５つの管楽器のための小室内音楽、作品２４‐２ 

 ブルック kol nidrei, Op.47, for double bass and piano 

 モーツワルト ディヴェルティメント変ホ長調、Ｋ．２８９ 

  
 
８月２４日（金） 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

ボストン・ポップス  ８：３０ｐｍ シェッド 
キース・ロックハート、指揮 
モーリーン・マクガバン（スペシャル・ゲスト） 
ブライアン・ストークス・ミッチェル（スペシャル・ゲスト） 
イリヤ・ヤクシェフ（ピアノ） 
 ガーシュインと友達たち 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          タングルウッド音楽祭の学生たち 
 

タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 
 
８月１２日（日） ２：３０ｐｍ シェッド 
ボストン交響楽団 クリストフ・フォン・ドホナーニ、指揮 
ポール・ルイス(ピアノ) 
 ベートーベン 交響曲第４番  
 モーツワルト ピアノ協奏曲第２３番イ長調、Ｋ．４８８ 

 ストラウス Till Eulenspiegel’s Merry pranks 
 
 
 

８月１６日（木）  ８：００ｐｍ オザワ・ホール 
エベーヌ弦楽四重奏団 
 モーツワルト 弦楽四重奏曲第１５番ニ短調、Ｋ．４２１  
 チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第１番ニ長調、Ｏｐ．１１ 

 エベーヌ弦楽四重奏団のアレンジでの即興ジャズ 
 
 
 

８月１７日（金） 
前座コンサート  ボストン交響楽団有志 ６：００ｐｍ オザワ・ホール 
 

今週のタングルウッド ７：１５ｐｍ シェッド 
マーチン・ブックスパンとゲストアーチストとのパネル・ディスカッション 
 

ボストン交響楽団 ８：３０ｐｍ シェッド 
ブラムウェル・トベイ、指揮 
オーガスティン・ハンデリック（バイオリン） 
 コープランド アパラチアの春からの組曲 
 バーバー バイオリン協奏曲 
 ベートーベン 交響曲第７番 
 
 
 

８月１８日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ シェッド 
 

今日のプログラムのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

音楽とソサエティについて ２：３０ｐｍ オザワ・ホール 
 

ボストン・ポップス・オーケストラ ８：３０ｐｍ シェッド 
     （ジョン・ウィリアムズの８０歳の誕生祝い） 
ジェッシー・ノーマン（ソプラノ）、ヨ・ヨ・マー（チェロ）、ガブリエラ・モンテロ（ピアノ）、アンソニー・マギ 
ール（クラリネット）、ＢＳＯＳＯＬＯＩＳＴＳ、飛び入りのゲスト。 
 
 次のページに続きます 
                             ‐１３‐                                                                                        ‐１４‐ 

転
載
不
可



タングルウッド音楽祭 ２０１２年夏のコンサート・スケジュール 
 
 
８月２５日（土） 
練習前のお話  ９：３０ａｍ オザワ・ホール 
 

日曜日のプログラムのための練習 １０：３０ａｍ シェッド 
 

ファミリー・コンサート/クラシカル・タンジェント ２：３０ｐｍ オザワ・ホール 
 

ボストン交響楽団  ８：３０ｐｍ シェッド 
ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス 指揮 
ナンシー・ファビオラ・エレーラ（メゾ・ソプラノ） 
クリスティーナ・ファウス（メゾ・ソプラノ） 
Catia Moroso（メゾ・ソプラノ） 
ヴェンセント・オンブエナ（テノール） 
グスタボ・ペニヤ（テノール） 
Alfredo Garcia Huerga（バリトン） 
ホセ・ミゲール・ラモン（バリトン） 
Nuria Pomares Rojas（フラメンコ・ダンサー） 
パブロ・サインス・ビジェガス（ギター） 
 アルベニス スペイン組曲（フリューベック・デ・ブルゴス編曲） 
 ファリャ スペイン舞曲 
フランス語で歌い、英語の字幕 
 
 
８月２６日（日） 
ボストン交響楽団  ２：３０ｐｍ シェッド 
ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴヅ 指揮 
レア・クロセトー（ソプラノ） 
メレディス・アーワディ（メゾ・ソプラノ） 
フランク・ロバート（テノール） 
ジョン・レリエ（バス‐バリトン） 
タングルウッド・フェスティバル合唱団 ジョン・オリバー、指揮 
 ハリソン コーラスとオーケストラのための新作 
 ベートーベン 交響曲第９番 
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