
<<METで観たオペラ公演>>
このリストを作成するにあたり、文藝春秋社のご好意により、『ドナルド・キーンのオペラへようこそ！ーわれらが人生の歓びー』（文藝春秋社刊）に掲載されたリストを基本といたしました。

人名のかたなか表記につきましても、上記の書籍によらせていただきました。

ドナルド・キーン記念財団　2022年（令和4年）1月1日
公演日 作品 作曲者 指揮者 歌手１ 歌手２ 演出家

1961年3月29日 トゥランド プッチーニ レオポルド・ストコフスキ ビルギット・ニルソン フランコ・コレッリ ナサニエル・メリル

1964年10月12日 ランメルモールのルチーア ドニゼッティ シルヴィオ・ヴァルヴィーゾ ジョーン・サザランド ロバート・メリル マルゲリータ・ウォールマン

1964年11月12日 ばらの騎士 リヒャルト・シュトラウス トマス・シッパーズ エリーザベト・シュヴァルツコップフ リーザ・デラ・カーザ ディノ・ヤンノプーロス

1964年11月20日 ランメルモールのルチーア ドニゼッティ シルヴィオ・ヴァルヴィーゾ ジョーン・サザランド フラヴィアーノ・ラボー マルゲリータ・ウォールマン

1964年12月4日 オテッロ ヴェルディ トマス・シッパーズ ジェームズ・マクラッケン ジンカ・ミラノフ ヘルベルト・グラーフ

1964年12月11日 ニュルンベルクのマイスタージンガー ヴァーグナー ヨーゼフ・ローゼンストック パウル・シェフラー イングリッド・ビョーナー ナサニエル・メリル

1964年12月16日 運命の力 ヴェルディ ネッロ・サンティ ライナ・カバイヴァンスカ ニコラエ・ヘルレア ヘルベルト・グラーフ

1964年12月18日 ホフマン物語 オッフェンバック シルヴィオ・ヴァルヴィーゾ ニコライ・ゲッダ リュシーン・アマラ シリル・リチャード

1964年12月19日 シモン・ボッカネグラ ヴェルディ ファウスト・クレヴァ アンセルモ・コルツァーニ ジョルジョ・トッツィ マーガレット・ウェブスター

1965年1月8日 アイーダ ヴェルディ ウィリアム・スタインバーグ レオンタイン・プライス リチャード・タッカー ナサニエル・メリル

1965年2月14日 トゥランド プッチーニ ファウスト・クレヴァ ビルギット・ニルソン フランコ・コレッリ ナサニエル・メリル

1965年2月22日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ウィリアム・スタインバーグ ジョン・ヴィッカーズ ビルギット・ニルソン ナサニエル・メリル

1965年3月15日 エルナーニ ヴェルディ トマス・シッパーズ フランコ・コレッリ チェザーレ・シエピ ヘンリー・バトラー

1965年3月25日 トスカ プッチーニ ファウスト・クレヴァ マリア・カラス リチャード・タッカー ディノ・ヤンノプーロス

1965年9月29日 ボエーム プッチーニ ファウスト・クレヴァ ミレッラ・フレーニ ジャンニ・ライモンディ ジョーゼフ・Ｌ・マンキーウィッツ

1965年11月16日 ドン・カルロス ヴェルディ トマス・シッパーズ リチャード・タッカー ロバート・メリル マーガレット・ウェブスター

1966年2月19日 仮面舞踏会 ヴェルディ フランチェスコ・モリナーリ＝プラデッリ カルロ・ベルゴンツィ レオンタイン・プライス ギュンター・レンネルト

1966年10月14日 影のない女 リヒャルト・シュトラウス カール・ベーム ジェイムズ・キング レオニー・リザネク ナサニエル・メリル

1966年11月4日 ファウスト シャルル・グノー ジョルジュ・プレートル ジャンニ・ライモンディ ニコラーイ・ギャウーロフ ジャン＝ルイ・バロー

1966年12月3日 トゥランド プッチーニ ズービン・メータ ビルギット・ニルソン フランコ・コレッリ ナサニエル・メリル

1967年10月3日 運命の力 ヴェルディ フランチェスコ・モリナーリ＝プラデッリ レオンタイン・プライス ロバート・メリル ヘルベルト・グラーフ

1967年11月21日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ヘルベルト・フォン・カラヤン ジョン・ヴィッカーズ グンドゥラ・ヤノヴィッツ ヘルベルト・フォン・カラヤン

1967年12月22日 喪服の似合うエレクトラ マーヴィン・デイヴィッド・レヴィ ズービン・メータ マリー・コリアー シェリル・ミルンズ マイケル・カコヤニス

1968年2月16日 エレクトラ リヒャルト・シュトラウス トマス・シッパーズ ビルギット・ニルソン レオニー・リザネク ヘルベルト・グラーフ

1968年9月20日 トゥランド プッチーニ ズービン・メータ ビルギット・ニルソン シャーンドル・コーンヤ ナサニエル・メリル

1968年12月6日 夢遊病の女 ベッリーニ リチャード・ボニング ジョーン・サザランド ジョン・アレクサンダー ヘンリー・バトラー

1970年1月22日 さまよえるオランダ人 ヴァーグナー カール・ベーム ジョン・マカーディ レオニー・リザネク ヘルベルト・グラーフ

1970年2月13日 トゥランド プッチーニ クルト・アドラー ビルギット・ニルソン プラシド・ドミンゴ ナサニエル・メリル

1970年3月20日 ナクソス島のアリアドネ リヒャルト・シュトラウス カール・ベーム レオニー・リザネク レリ・グリスト カール・エーベルト

1970年3月27日 ノルマ ベッリーニ リチャード・ボニング ジョーン・サザランド マリリン・ホーン パウル＝エミール・ダイベル

1970年10月23日 仮面舞踏会 ヴェルディ フランチェスコ・モリナーリ＝プラデッリ カルロ・ベルゴンツィ マルティナ・アロヨ ギュンター・レンネルト

1970年11月14日 パルジファル ヴァーグナー レオポルド・ルードヴィヒ ヘルゲ・ブリリオート クリスタ・ルートヴィヒ ナサニエル・メリル

1970年11月27日 エレクトラ リヒャルト・シュトラウス カール・ベーム ビルギット・ニルソン レオニー・リザネク ボド・イゲス

1970年12月5日 ドン・パスクアーレ ドニゼッティ カルロ・フランチ レリ・グリスト フェルナンド・コレーナ ディノ・ヤンノプーロス

1970年12月16日 フィデーリオ ベートーヴェン カール・ベーム ジョン・ヴィッカーズ レオニー・リザネク オットー・シェンク

1971年2月16日 セビーリャの理髪師 ロッシーニ トマス・シッパーズ シェリル・ミルンズ マリリン・ホーン シリル・リチャード

1971年3月12日 ヴェルテル ジュール・マスネ アラン・ロンバール フランコ・コレッリ クリスタ・ルートヴィヒ パウル＝エミール・ダイベル

1971年4月2日 ホフマン物語 オッフェンバック セルジュ・ボド ニコライ・ゲッダ リュシーン・アマラ シリル・リチャード

1972年3月10日 サロメ リヒャルト・シュトラウス カール・ベーム レオニー・リザネク トマス・ステュアート ギュンター・レンネルト

1972年3月24日 フィデーリオ ベートーヴェン ハンス・ヴァラット レオニー・リザネク ジョルジョ・トッツィ オットー・シェンク

1972年4月17日 オテッロ ヴェルディ カール・ベーム ジェームズ・マクラッケン シェリル・ミルンズ フランコ・ゼフィレッリ

1973年1月26日 スペードの女王 チャイコーフスキイ カジミエシュ・コルト ニコライ・ゲッダ ジョン・リアドン ヘンリー・バトラー

1974年1月26日 トリスタンとイゾルデ ヴァーグナー エーリッヒ・ラインスドルフ ジョン・ヴィッカーズ クララ・バーロウ アウグスト・エファーディング

1974年3月15日 シチリア島の夕べの祈り ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン コーネル・マックニール モンセラート・カバリエ ジョン・デクスター

1974年3月23日 神々の黄昏 ヴァーグナー ラファエル・クーベリック ヘルゲ・ブリリオート ビルギット・ニルソン ヴォルフガング・ウェーバー

1974年3月25日 オテッロ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ジェームズ・マクラッケン キリ・テ・カナワ フランコ・ゼフィレッリ

1974年4月19日 ドン・ジョヴァンニ モーツァルト マックス・ルドルフ シェリル・ミルンズ エッダ・モーザー ヘルベルト・グラーフ

1975年4月2日 ニュルンベルクのマイスタージンガー ヴァーグナー シクステン・エールリンク ジーン・コックス トマス・ステュアート ナサニエル・メリル



1976年1月16日 ボリース・ゴドゥノーフ ムーソルグスキイ カジミエシュ・コルト マルッティ・タルヴェラ ミニョン・ダン アウグスト・エファーディング

1976年1月22日 ③ジャンニ・スキッキ（三部作） プッチーニ シクステン・エールリンク フランク・グアレーラ レナータ・スコット ファブリツィオ・メラーノ

1976年1月22日 ①外套（三部作） プッチーニ シクステン・エールリンク レナータ・スコット コーネル・マックニール ファブリツィオ・メラーノ

1976年1月22日 ②修道女アンジェリカ（三部作） プッチーニ シクステン・エールリンク レナータ・スコット マルシア・ボールドウィン ファブリツィオ・メラーノ

1976年1月24日 コリントの包囲 ロッシーニ リチャード・ウォイタック べヴァリー・シルズ シャーリー・ヴァーレット パトリック・タヴェルニア

1976年1月31日 フィデーリオ ベートーヴェン ジョン・モーセリ グィネス・ジョーンズ ジェス・トマス オットー・シェンク

1976年2月6日 フィガロの結婚 モーツァルト ステュアート・ベッドフォード スタッフォード・ディーン ロザリンド・エリアス ギュンター・レンネルト

1976年2月24日 ノルマ ベッリーニ ジャンフランコ・マシーニ モンセラート・カバリエ シャーリー・ヴァーレット パトリック・タヴェルニア

1976年3月5日 清教徒 ベッリーニ リチャード・ボニング ジョーン・サザランド ルチャーノ・パヴァロッティ サンドロ・セクイ

1976年3月17日 清教徒 ベッリーニ リチャード・ボニング ジョーン・サザランド ルチャーノ・パヴァロッティ サンドロ・セクイ

1976年3月19日 カルメン ビゼー ヘンリー・ルイス マリリン・ホーン プラシド・ドミンゴ ボド・イゲス

1976年3月27日 ボエーム プッチーニ ジェイムズ・レヴァイン マリオ・セレーニ ルチャーノ・パヴァロッティ パトリック・タヴェルニア

1976年4月9日 ナクソス島のアリアドネ リヒャルト・シュトラウス ジェイムズ・レヴァイン ヨハンナ・マイヤー ルース・ウェルティング ボド・イゲス

1977年1月24日 トスカ プッチーニ リチャード・ウォイタック テレサ＝ツィリス・ガラ シェリル・ミルンズ オットー・シェンク

1977年1月28日 ヴァルキューレ ヴァーグナー エーリッヒ・ラインスドルフ ジェイムズ・キング ジャニス・マーティン ウォルフガング・ウェーバー

1977年2月2日 サロメ リヒャルト・シュトラウス エーリッヒ・ラインスドルフ グレース・バンブリー イングヴァル・ヴィクセル ギュンター・レンネルト

1977年2月5日 カルメル会修道女の対話 プーランク ミシェル・プラッソン マリア・ユーイング ミニョン・ダン ジョン・デクスター

1977年2月17日 予言者 マイヤーベーア ヘンリー・ルイス マリリン・ホーン リタ・シェーン ジョン・デクスター

1977年3月4日 予言者 マイヤーベーア ヘンリー・ルイス マリリン・ホーン リタ・シェーン ジョン・デクスター

1977年3月16日 運命の力 ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン マルティナ・アロヨ プラシド・ドミンゴ ジョン・デクスター

1977年3月25日 トスカ プッチーニ リチャード・ウォイタック シルヴィア・シャシュ イングヴァル・ヴィクセル オットー・シェンク

1977年4月1日 アンドレーア・シェニエ ウンベルト・ジョルダーノ ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ コーネル・マックニール ディノ・ヤンノプーロス

1979年1月13日 カルメル会修道女の対話 プーランク ミシェル・プラッソン マリア・ユーイング ミニョン・ダン ジョン・デクスター

1979/1/24 ルイーザ・ミラー ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン レナータ・スコット プラシド・ドミンゴ ナサニエル・メリル

1979年1月26日 ヴェルテル ジュール・マスネ リチャード・ボニング アルフレード・クラウス レジーヌ・クレスパン パウル＝エミール・ダイベル

1979年2月2日 トスカ プッチーニ ジェイムズ・コンロン レオニー・リザネク コーネル・マックニール ティート・ゴッビ

1979年2月20日 ドン・カルロス ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ジュゼッペ・ジャコミーニ レナータ・スコット ジョン・デクスター

1979年4月6日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジョン・ヴィッカーズ クリスタ・ルートヴィヒ ナサニエル・メリル

1980年1月24日 ローエングリン ヴァーグナー ジュゼッペ・パターネ ぺーター・ホフマン テレサ＝ツィリス・ガラ アウグスト・エファーディング

1980年1月30日 トスカ プッチーニ ジュゼッペ・パターネ モンセラート・カバリエ コーネル・マックニール ティート・ゴッビ

1980年2月1日 エレクトラ リヒャルト・シュトラウス ジェイムズ・レヴァイン ビルギット・ニルソン レオニー・リザネク ヘルベルト・グラーフ

1980年2月2日 エヴゲーニイ・オネーギン チャイコーフスキイ エミール・チャカロフ ベンジャミン・ラクソン テレサ・クビアーク ボド・イゲス

1980年2月7日 フィデーリオ ベートーヴェン エーリッヒ・ラインスドルフ ヒルデガルト・ベーレンス ジョン・ヴィッカーズ デイヴィッド・アルデン

1980年2月28日 ドン・パスクアーレ ドニゼッティ ニコラ・レッシーニョ ドメニコ・トリマルキ ロバータ・ピータース ジョン・デクスター

1980年2月29日 ドン・カルロス ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ジュゼッペ・ジャコミーニ レナータ・スコット ジョン・デクスター

1980年3月1日 仮面舞踏会 ヴェルディ ジュゼッペ・パターネ ルチャーノ・パヴァロッティ カーティア・リッチャレッリ エリヤ・モシンスキ

1980年3月21日 マノン・レスコー プッチーニ ジェイムズ・レヴァイン レナータ・スコット プラシド・ドミンゴ ジャン・カルロ・メノッティ

1980年4月3日 後宮からの誘拐 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン ジョン・アレクサンダー クリスティアーヌ・エダ＝ピエール ジョン・デクスター

1980年4月10日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジェス・トマス タチアナ・トロヤノス ナサニエル・メリル

1980年4月11日 ビリー・バッド ベンジャミン・ブリテン レイモンド・レパード リーヌス・カールソン リチャード・カシリー ジョン・デクスター

1980年4月17日 愛の妙薬 ドニゼッティ ニコラ・レッシーニョ ジュディス・ブレゲン ルチャーノ・パヴァロッティ ナサニエル・メリル

1981年1月23日 仮面舞踏会 ヴェルディ ミケランジェロ・ヴェルトリ カルロ・ベルゴンツィ ルイス・キリコ ポール・ミルズ

1981年1月30日 魔笛 モーツァルト ローレンス・フォスター デヴィッド・レンドール ルチア・ポップ ギュンター・レンネルト

1981年2月5日 トリスタンとイゾルデ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン スパス・ヴェンコフ グィネス・ジョーンズ アウグスト・エファーディング

1981年2月26日 アルジェのイタリア女 ロッシーニ ニコラ・レッシーニョ マリリン・ホーン アラ・バーバリアン ジャン＝ピエール・ポネル

1981年3月6日 愛の妙薬 ドニゼッティ ニコラ・レッシーニョ ルチャーノ・パヴァロッティ ジュディス・ブレゲン ナサニエル・メリル

1981年3月24日 トラヴィアータ（椿姫） ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン イリアナ・コトルバス プラシド・ドミンゴ コリン・グラハム

1981年4月3日 サロメ リヒャルト・シュトラウス ジュリアス・ルーデル ジークムント・ニムスゲルン ライラ・アンデション ギュンター・レンネルト

1982年1月15日 トロヴァトーレ ヴェルディ ジェイムズ・コンロン ジュゼッペ・ジャコミーニ ヴィオリカ・コルテス ナサニエル・メリル

1982年1月19日 ボエーム プッチーニ ジェイムズ・レヴァイン テレザ・ストラータス ホセ・カレーラス フランコ・ゼフィレッリ

1982年1月20日 ルイーザ・ミラー ヴェルディ ネッロ・サンティ レオ・ヌッチ カーティア・リッチャレッリ ナサニエル・メリル

1982年2月13日 ノルマ ベッリーニ ジェイムズ・レヴァイン アデレード・ネグリ（代役） プラシド・ドミンゴ ファブリツィオ・メラーノ

1982年3月23日 シチリア島の夕べの祈り ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン レナータ・スコット ヴィースラウ・オックマン ジョン・デクスター

1982年3月26日 後宮からの誘拐 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン ステュアート・バロウズ エッダ・モーザー ジョン・デクスター



1984年1月20日 マクベス ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン シェリル・ミルンズ レナータ・スコット サー・ピーター・ホール

1984年2月3日 リナルド ヘンデル マリオ・ベルナルディ マリリン・ホーン サミュエル・レイミー フランク・コルサロ

1984年2月18日 トロイア人 ベルリオーズ ジェイムズ・レヴァイン ジェシー・ノルマン（代役） エドワード・スーター ファブリツィオ・メラーノ

1984年2月24日 アラベラ リヒャルト・シュトラウス マレク・ヤノフスキ キリ・テ・カナワ キャスリーン・バトル オットー・シェンク

1984年3月7日 ドン・ジョヴァンニ モーツァルト ジェフリー・テイト ジェイムズ・モリス ヒルデガルト・ベーレンス へルベルト・グラーフ

1984年3月16日 後宮からの誘拐 モーツァルト ジュリアス・ルーデル フランシスコ・アライサ キャサリン・マルフィターノ ジョン・デクスター

1984年3月20日 運命の力 ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ジュゼッペ・ジャコミーニ レオンタイン・プライス ジョン・デクスター

1984年3月30日 ドン・カルロス ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ジュリアーノ・チャンネッラ モンセラート・カバリエ ジョン・デクスター

1985年1月19日 ティート帝の仁慈 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン キャロル・ヴァネス タチアナ・トロヤノス ジャン＝ピエール・ポネル

1985年1月25日 オテッロ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ マーガレット・プライス フランコ・ゼフィレッリ

1985年1月31日 ホフマン物語 オッフェンバック ジュリアス・ルーデル アルフレード・クラウス キャサリン・マルフィターノ オットー・シェンク

1985年2月1日 ナクソス島のアリアドネ リヒャルト・シュトラウス アンドリュー・デイヴィス マリア・ユーイング モーリー・メレディス ボド・イゲス

1985年2月8日 ヴォツェック アルバン・ベルク ジェフリー・テイト クリスティアン・ベッシュ ヒルデガルト・ベーレンス デイヴィッド・アルデン

1985年2月11日 ローエングリン ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ エーヴァ・マルトン アウグスト・エファーディング

1985年2月28日 エルナーニ ヴェルディ トーマス・フルトン エルマノ・マウロ レオナ・ミッチェル ピエール・L・サマリターニ

1985年3月1日 ポーギーとべス ガーシュイン ジェイムズ・レヴァイン ロバート・モーズリー グレース・バンブリー ナサニエル・メリル

1985年4月9日 ルル アルバン・ベルク ジェイムズ・レヴァイン ジュリア・ミゲネス＝ジョンソン ケネス・リーゲル ジョン・デクスター

1985年4月18日 トスカ プッチーニ ジュゼッペ・シノーポリ ヒルデガルト・ベーレンス プラシド・ドミンゴ フランコ・ゼフィレッリ

1986年1月14日 イェヌーファ ヤナーチェク ヴァーツラフ・ノイマン ロバータ・アレクサンダー ミニョン・ダン ギュンター・レンネルト

1986年1月16日 ローエングリン ヴァーグナー マックス・エプスタイン ぺーター・ホフマン エヴァ・マートン アウグスト・エファーディング

1986年1月22日 トスカ プッチーニ カルロ・フェリーチェ・チラーリオ マリリン・チャウ（代役） ルチャーノ・パヴァロッティ フランコ・ゼフィレッリ

1986年1月24日 ホヴァーンシチナ ムーソルグスキイ ネーメ・ヤルヴィ オーゲ・ヘウグラン ヘルガ・デルネッシュ アウグスト・エファーディング

1986年2月1日 ホヴァーンシチナ ムーソルグスキイ ネーメ・ヤルヴィ オーゲ・ヘウグラン ヘルガ・デルネッシュ アウグスト・エファーディング

1986年2月4日 イドメネーオ モーツァルト ジェフリー・テイト デヴィッド・レンドール フレデリカ・フォン・シュターデ ジャン＝ピエール・ポネル

1986年2月15日 イドメネーオ モーツァルト ジェフリー・テイト デヴィッド・レンドール フレデリカ・フォン・シュターデ ジャン＝ピエール・ポネル

1986年2月21日 シモン・ボッカネグラ ヴェルディ チョン・ミョンフン シェリル・ミルンズ アンナ・トモワ＝シントウ ティト・カポビアンコ

1986年2月26日 サムソン(オラトリオ) ヘンデル ジュリアス・ルーデル ジョン・ヴィッカーズ キリ・テ・カナワ エリヤ・モシンスキ

1986年3月14日 カルメン ビゼー ジェイムズ・レヴァイン マリア・ユーイング ルイス・リマ サー・ピーター・ホール

1986年3月19日 シモン・ボッカネグラ ヴェルディ チョン・ミョンフン シェリル・ミルンズ キリ・テ・カナワ ティト・カポビアンコ

1986年4月4日 ドン・カルロス ヴェルディ デヴィッド・スティヴェンダー ジュリアーノ・チャンネッラ アプリーレ・ミッロ ジョン・デクスター

1986年4月10日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ぺーター・ホフマン サイモン・エステス ナサニエル・メリル

1986年4月18日 ドン・カルロス ヴェルディ デヴィッド・スティヴェンダー ジュリアーノ・チャンネッラ アプリーレ・ミッロ ジョン・デクスター

1987年1月27日 タンホイザー ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン エドワード・スーター ヨルマ・ヒュンニネン オットー・シェンク

1987年2月2日 フィガロの結婚 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン ジョゼ・ヴァン・ダム キャスリーン・バトル ジャン＝ピエール・ポネル

1987年2月10日 ティート帝の仁慈 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン デヴィッド・レンドール ロバータ・アレクサンダー ジャン＝ピエール・ポネル

1987年2月13日 ばらの騎士 リヒャルト・シュトラウス ジェイムズ・レヴァイン ブリギッテ・ファスベンダー エリザベート・ゼーダシュトレーム ナサニエル・メリル

1987年2月18日 マノン ジュール・マスネ マニュエル・ロザンタル キャスリーン・マルフィターノ デネーシュ・グヤーシュ ジャン＝ピエール・ポネル

1987年3月2日 ボリース・ゴドゥノーフ ムーソルグスキイ ジェイムズ・コンロン マルッティ・タルヴェラ ロバート・ナジ アウグスト・エファーディング

1987年3月7日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ぺーター・ホフマン ジャニーヌ・アルトマイヤー オットー・シェンク

1987年3月9日 ボリース・ゴドゥノーフ ムーソルグスキイ ジェイムズ・コンロン マルッティ・タルヴェラ ロバート・ナジ アウグスト・エファーディング

1987年4月16日 カルメル会修道女の対話 プーランク マニュエル・ローゼンタール マリア・ユーイング ベッツィ・ノーデン ジョン・デクスター

1988年2月18日 オテッロ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ キリ・テ・カナワ フランコ・ゼフィレッリ

1988年2月20日 ジークフリート ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン トニー・クレメール ホルスト・ヒーステルマン オットー・シェンク

1988年2月22日 ホヴァーンシチナ ムーソルグスキイ ジェイムズ・コンロン デネーシュ・グヤーシュ ヴィースラウ・オックマン アウグスト・エファーディング

1989年1月17日 イル・トロヴァトーレ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ルチャーノ・パヴァロッティ アプリーレ・ミッロ ファブリツィオ・メラーノ

1989年1月20日 青ひげ公の城 バルトーク ジェイムズ・レヴァイン ジェシー・ノーマン サミュエル・レイミー ヨーラン・ヤーネフェルト

1989年1月20日 期待 シェーンベルク ジェイムズ・レヴァイン ジェシー・ノーマン ヨーラン・ヤーネフェルト

1989年1月27日 ドン・カルロス ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ニール・シコフ マーガレット・プライス ジョン・デクスター

1989年2月17日 イドメネーオ モーツァルト デヴィッド・スティヴェンダー ジークフリート・イェルザレム スーザン・キットマイヤー ジャン＝ピエール・ポネル

1989年2月20日 サロメ リヒャルト・シュトラウス マレク・ヤノフスキ エーヴァ・マルトン ヘルガ・デルネッシュ ニコラウス・レンホフ

1989年2月22日 イドメネーオ モーツァルト デヴィッド・スティヴェンダー ジークフリート・イェルザレム フレデリカ・フォン・シュターデ ジャン＝ピエール・ポネル

1989年2月27日 ラ・ボエーム プッチーニ ネッロ・サンティ プラシド・ドミンゴ フィアンマ・イッツォ・ダミーコ フランコ・ゼフィレッリ

1989年3月21日 エヴゲーニイ・オネーギン チャイコーフスキイ ジェイムズ・レヴァイン ヨルマ・ヒュンニネン ミレッラ・フレーニ ボド・イゲス

1989年3月24日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジェシー・ノーマン ゲイリー・レイクス オットー・シェンク



1989年3月27日 ラインの黄金 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ハンス・ゾーティン エッケハルト・ヴラシハ オットー・シェンク

1989年4月19日 神々の黄昏 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン トニ・クレメール ヒルデガルト・ベーレンス オットー・シェンク

1989年4月29日 神々の黄昏 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン トニ・クレメール ヒルデガルト・ベーレンス オットー・シェンク

1990年1月29日 トラヴィアータ ヴェルディ ミケランジェロ・ヴェルトリ マリリン・ミムズ アルフレード・クラウス フランコ・ゼフィレッリ

1990年2月14日 サムソンとダリラ サン・サーンス シャルル・デュトワ プラシド・ドミンゴ シャーリー・ヴァーレット ナサニエル・メリル

1990年2月22日 ファウスト シャルル・グノー シャルル・デュトワ ニール・シコフ ジェイムズ・モリス ハロルド・プリンス

1990年3月2日 後宮からの誘拐 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン スタンフォード・オルセン マリエッラ・デヴィーア ジョン・デクスター

1990年3月6日 マノン・レスコー プッチーニ ネッロ・サンティ ミレッラ・フレーニ ペーター・ドヴォルスキー パメラ・マクレー

1990年3月16日 オテッロ ヴェルディ カルロス・クライバー プラシド・ドミンゴ カティア・リッチャレッリ フランコ・ゼフィレッリ

1990年3月31日 ラインの黄金 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジェイムズ・モリス エッケハルト・ヴラシハ オットー・シェンク

1990年4月2日 ドン・ジョヴァンニ モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン サミュエル・レイミー キャロル・ヴァネス フランコ・ゼフィレッリ

1990年4月7日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジェシー・ノーマン ゲイリー・レイクス オットー・シェンク

1990年4月13日 ジークフリート ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジークフリート・イェルザレム エッケハルト・ヴラシハ オットー・シェンク

1990年4月21日 神々の黄昏 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジークフリート・イェルザレム ヒルデガルト・ベーレンス オットー・シェンク

1991年1月29日 ドン・ジョヴァンニ モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン トーマス・ハンプソン シェリル・ステューダー フランコ・ゼフィレッリ

1991年2月6日 魔笛 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン フランシスコ・アライサ キャスリーン・バトル フース・mostart

1991年2月7日 ルイーザ・ミラー ヴェルディ ネッロ・サンティ カレン・エスペリアン ルチャーノ・パヴァロッティ ナサニエル・メリル

1991年2月12日 フィデーリオ ベートーヴェン クリストフ・ペリック エリザベス・コンネル ゲイリー・レイクス オットー・シェンク

1991年2月22日 フィガロの結婚 モーツァルト ジェイムズ・コンロン サミュエル・レイミー ヘレン・ドーナト ジャン＝ピエール・ポネル

1991年3月1日 カーチャ・カバノヴァー ヤナーチェク チャールズ・マッケラス ヴィースラウ・オックマン ガブリエラ・ベニャチコヴァ ジョナサン・ミラー

1991年3月13日 カーチャ・カバノヴァー ヤナーチェク チャールズ・マッケラス ヴィースラウ・オックマン ガブリエラ・ベニャチコヴァ ジョナサン・ミラー

1991年3月15日 ばらの騎士 リヒャルト・シュトラウス イルジー・コウト メヒティルト・ゲッセンドルフ アルトゥール・コーン ナサニエル・メリル

1991年3月26日 清教徒 ベッリーニ リチャード・ボニング エディタ・グルヴエローヴァ クリス・メリット サンドロ・セクイ

1991年3月29日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ ジェシー・ノーマン オットー・シェンク

1992年1月17日 ドン・ジョヴァンニ モーツァルト クリスチャン・バデア サミュエル・レイミー マリリン・ミムズ フランコ・ゼフィレッリ

1992年1月31日 フィデーリオ ベートーヴェン クリストフ・ペリック ヒルデガルト・ベーレンス マッティ・サルミネン オットー・シェンク

1992年2月7日 さまよえるオランダ人 ヴァーグナー ジェイムズ・コンロン マッティ・サルミネン ジャニス・マーティン アウグスト・エファーディング

1992年2月19日 セビーリャの理髪師 ロッシーニ ラルフ・ワイケルト スタンフォード・オルセン フレデリカ・フォン・シュターデ ジョン・コックス

1992年3月11日 ドン・カルロス ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン マイケル・シルベスター アプリーレ・ミッロ ジョン・デクスター

1992年3月13日 フィガロの結婚 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン フェルッチオ・フルラネット ドーン・アップショウ ジャン＝ピエール・ポネル

1992年4月1日 西部の娘 プッチーニ レオード・スラットキン バーバラ・ダニエルズ プラシド・ドミンゴ ジャンカルロ・デル・モナコ

1992年4月10日 エレクトラ リヒャルト・シュトラウス ジェイムズ・レヴァイン ペネロペ・ダネー（代役） レオニー・リザネク オットー・シェンク

1992年4月17日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ゲイリー・レイクス デボラ・ポラスキ オットー・シェンク

1993年1月26日 ニュルンベルクのマイスタージンガー ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ドナルド・マッキンタイアー カリタ・マッティラ オットー・シェンク

1993年1月29日 イル・トロヴァトーレ ヴェルディ ネッロ・サンティ ランド・バルトリーニ アプリーレ・ミッロ ファブリツィオ・メラーノ

1993年2月8日 ホフマン物語 オッフェンバック ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ ジョン・ホートン・マレイ オットー・シェンク

1993年2月17日 ばらの騎士 リヒャルト・シュトラウス クリスティアン・ティーレマン アンナ・トモワ＝シントウ ヤン＝ヘンドリック・ローテリング ナサニエル・メリル

1993年4月19日 ラインの黄金 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ジェイムズ・モリス ハンナ・シュヴァルツ オットー・シェンク

1994年1月26日 ランメルモールのルチーア ドニゼッティ ネッロ・サンティ マリエッラ・デヴィーア ジェリー・ハドレー フランチェスカ・ザンベッロ

1994年1月31日 フィガロの結婚 モーツァルト ジュリアス・ルーデル ジェイムズ・モリス ルース・アン・スウェンソン ジャン＝ピエール・ポネル

1994年2月11日 ヴェニスに死す ベンジャミン・ブリテン デイヴィッド・アサートン アンソニー・ロルフ＝ジョンソン トマス・アレン コリン・グラハム

1994年2月25日 カルメル会修道女の対話 プーランク ケント・ナガノ ドーン・アップショウ ハイディ・グラント・マーフィー ジョン・デクスター

1994年3月30日 さまよえるオランダ人 ヴァーグナー ヘルマン・ミヒャエル ヤン＝ヘンドリック・ローテリング ヒルデガルト・ベーレンス アウグスト・エファーディング

1995年2月3日 愛の妙薬 ドニゼッティ エドアルド・ミュラー シン・ヨンオク ジェリー・ハドレー ジョン・コプリー

1995年3月21日 イドメネーオ モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ アンネ・ゾフィー・フォン・オッター ジャン＝ピエール・ポネル

1995年4月14日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ グィネス・ジョーンズ オットー・シェンク

1996年1月19日 トゥランド プッチーニ ネッロ・サンティ ゲーナ・ディミトローヴァ マイケル・シルベスター フランコ・ゼフィレッリ

1996年2月1日 マクロプロス事件 ヤナーチェク デイヴィッド・ロバートソン ジェシー・ノーマン グラハム・クラーク エリヤ・モシンスキ

1996年2月16日 アイーダ ヴェルディ クリスチャン・バデア ニーナ・ラウティオ マイケル・シルベスター ソニヤ・フリゼル

1996年3月1日 蝶々夫人 プッチーニ ジュリアス・ルーデル マリア・スパカーニャ リチャード・リーチ ジャンカルロ・デル・モナコ

1996年3月29日 運命の力 ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン セルゲイ・ラリン デボラ・ヴォイト ジャンカルロ・デル・モナコ

1996年4月26日 ロミオとジュリエット シャルル・グノー エドアルド・ミュラー リチャード・リーチ ルース・アン・スウェンソン ファブリツィオ・メラーノ

1997年1月17日 清教徒 ベッリーニ エドアルド・ミュラー ルース・アン・スウェンソン ステュアート・ニール サンドロ・セクイ

1997年2月14日 ヴォツェック アルバン・ベルク ジェイムズ・レヴァイン ファルク・シュトルックマン マリア・ユーイング マーク・ラモス



1997年3月7日 仮面舞踏会 ヴェルディ フランツ・ボート クリスティアン・ヨハンソン アプリーレ・ミッロ ピエロ・ファジョーニ

1997年3月12日 コシ・ファン・トゥッテ モーツァルト マーティン・アイセップ（代役） キャロル・ヴァネス リャード・クロフト（代役） レスリー・ケーニッヒ

1997年4月10日 エヴゲーニイ・オネーギン チャイコーフスキイ アントニオ・パッパーノ ウラジーミル・チェルノフ ガリーナ・ゴルチャコーワ ロベール・カルゼン

1997年4月17日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ デボラ・ヴォイト オットー・シェンク

1997年5月7日 ルサルカ ドヴォルジャーク ジョン・フィオーレ ルネ・フレミング クリス・メリット オットー・シェンク

1998年2月11日 ホフマン物語 オッフェンバック シモーネ・ヤング リチャード・リーチ ナタリー・デセイ オットー・シェンク

1998年3月31日 スティッフェリオ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ シャロン・スウィート ジャンカルロ・デル・モナコ

1998年4月8日 ロミオとジュリエット シャルル・グノー ベルトラン・ド・ビリー ロベルト・アラーニャ アンジェラ・ゲオルギュー ファブリツィオ・メラーノ

1998年5月1日 イーゴリ公（キーロフオペラフェスティバル） ボロディーン ヴァレリー・ゲルギエフ ニコライ・プチーリン ガリーナ・ゴルチャコーワ ゲオルギ・イサーキャン

1998年5月1日 マゼッパ(キーロフオペラフェスティバル) チャイコーフスキイ ヴァレリー・ゲルギエフ ニコライ・プチーリン オルガ・グリャコヴァ イリア・シュルピアノフ

1999年2月10日 アイーダ ヴェルディ プラシド・ドミンゴ ハスミク・パピアン デニス・オニール ソニア・フリーゼル

1999年2月13日 シモン・ボッカネグラ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン アレクサンドル・アガーケ カリタ・マッティラ ジャンカルロ・デル・モナコ

1999年3月9日 ホヴァーンシチナ ムーソルグスキイ ヴァレリー・ゲルギエフ パータ・ブルチュラーゼ クリフトン・フォービス アウグスト・エファーディング

1999年4月3日 スペードの女王 チャイコーフスキイ ヴァレリー・ゲルギエフ ユーリ・マルーシン ガリーナ・ゴルチャコーワ エリヤ・モシンスキ

1999年4月14日 ジューリオ・チェーザレ ヘンデル ジョン・ネルソン ジェニファー・ラーモア シルヴィア・マクネアー ジョン・コプリー

1999年4月17日 ヴォツェック アルバン・ベルク ジェイムズ・レヴァイン フランツ・グルントヘーバー ヒルデガルト・ベーレンス マーク・ラモス

1999年4月21日 ジューリオ・チェーザレ ヘンデル ジョン・ネルソン ジェニファー・ラーモア シルヴィア・マクネアー ジョン・コプリー

2000年1月29日 蝶々夫人 プッチーニ マルチェッロ・ヴィオッティ シンシア・ローレンス ポール・チャールズ・クラーク ジャンカルロ・デル・モナコ

2000年2月10日 ばらの騎士 リヒャルト・シュトラウス ジェイムズ・レヴァイン フランツ・ハヴラタ スーザン・グラハム ナサニエル・メリル

2000年2月16日 メフィストーフェレ アッリーゴ・ボーイト マーク・エルダー サミュエル・レイミー リチャード・マージソン ロベール・カルゼン

2000年2月19日 ホフマン物語 オッフェンバック ジュリアス・ルーデル ニール・シコフ マリー・ダンリーヴィ オットー・シェンク

2000年2月24日 ラ・チェネレントラ ロッシーニ ブルーノ・カンパネッラ ジェニファー・ラーモア ラウル・ヒメネス チェザーレ・リエーヴィ

2000年4月13日 ペレアスとメリザンド ドビュッシー ジェイムズ・レヴァイン ドウェイン・クロフト ドーン・アップショウ ジョナサン・ミラー

2000年4月15日 ラ・ボエーム プッチーニ プラシド・ドミンゴ フランコ・ファリーナ ヌッチア・フォッシーレ フランコ・ゼフィレッリ

2000年4月28日 ジューリオ・チェーザレ ヘンデル ジョン・ネルソン ジェニファー・ラーモア ホン・ヘイキョン ジョン・コプリー

2000年5月1日 ラインの黄金 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン エッケハルト・ヴラシハ ジェイムス・モリス オットー・シェンク

2000年5月6日 神々の黄昏 ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン スティグ・アンデルセン ジェーン・イーグレン オットー・シェンク

2001年1月20日 ファウスト博士 ブゾーニ フィリップ・オーギャン トーマス・ハンプソン ロバート・ブルーベイカー ペーター・ムスバッハ

2001年1月23日 アイーダ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン デボラ・ヴォイト ルチャーノ・パヴァロッティ ソニア・フリーゼル

2001年1月26日 仮面舞踏会 ヴェルディ プラシド・ドミンゴ フランコ・ファリーナ ミシェル・クライダー ピエロ・ファジョーニ

2001年2月16日 マノン ジュール・マスネ ジュリアス・ルーデル ルース・アン・スウェンソン ジュゼッペ・サッバティーニ ジャン＝ピエール・ポネル

2001年2月17日 コシ・ファン・トゥッテ モーツァルト パトリック・サマーズ ポール・グローヴズ ロドニー・ギルフリー レスリー・ケーニッヒ

2001年2月23日 トラヴィアータ ヴェルディ ジュン・メルクル ツヴェテリーナ・ヴァシレヴァ ルイス・リマ フランコ・ゼフィレッリ

2001年2月28日 コシ・ファン・トゥッテ モーツァルト パトリック・サマーズ パウル・グローヴズ ロドニー・ギルフリー レスリー・ケーニッヒ

2001年3月29日 パルジファル ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ ヴィオレッタ・ウルマーナ オットー・シェンク

2001年3月31日 ナブッコ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン サミュエル・レイミー ファン・ポンス エリヤ・モシンスキ

2001年4月17日 ナクソス島のアリアドネ リヒャルト・シュトラウス ジェイムズ・レヴァイン デボラ・ヴォイト リューボフ・ペトロヴァ エリヤ・モシンスキ

2001年4月25日 仮面舞踏会 ヴェルディ フランツ・ボート フランコ・ファリーナ アナ・マリア・サンチェス ピエロ・ファジョーニ

2002年1月26日 ドン・カルロス ヴェルディ ヴァレリー・ゲルギエフ リチャード・マージソン ガリーナ・ゴルチャコーワ ジョン・デクスター

2002年2月9日 セビーリャの理髪師 ロッシーニ イヴ・アベル ドウェイン・クロフト ルース・アン・スウェンソン ジョン・コックス

2002年2月23日 フィガロの結婚 モーツァルト ドナルド・ラニクルズ フェルッチオ・フルラネット レベッカ・エヴァンズ ジョナサン・ミラー

2002年2月26日 戦争と平和 プロコーフィエフ ヴァレリー・ゲルギエフ アンナ・ネトレプコ ディミトリ・ホロストフスキー アンドレイ・コンチャロフスキー

2002年4月6日 リゴレット ヴェルディ マルコ・グイダリーニ カルロ・グェルフィ ルース・アン・スウェンソン オットー・シェンク

2002年4月20日 ファルスタッフ ヴェルディ ジェイムズ・レヴァイン ブリン・ターフェル ドウェイン・クロフト フランコ・ゼフィレッリ

2003年2月5日 海賊 ベッリーニ ブルーノ・カンパネッラ ルネ・フレミング ティグラン・マルティロシアン ジョン・コプリー

2003年2月8日 ドン・ジョヴァンニ モーツァルト シルヴァン・カンブルラン ペーテル・マッテイ ソンドラ・ラドヴァノフスキー フランコ・ゼフィレッリ

2003年4月26日 放蕩者のなりゆき ストラヴーィンスキイ ジェイムズ・レヴァイン ドーン・アップショウ ポール・グローヴズ ジョナサン・ミラー

2004年2月14日 ボリース・ゴドゥノーフ ムーソルグスキイ セミヨン・ビシュコフ ジェイムズ・モリス セルゲイ・ラリン アウグスト・エファーディング

2004年3月3日 スペードの女王 チャイコーフスキイ ウラディーミル・ユロフスキ アダム・クライン エレーナ・ザレンバ エリヤ・モシンスキ

2004年3月29日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン プラシド・ドミンゴ デボラ・ヴォイト オットー・シェンク

2004年4月10日 サロメ リヒャルト・シュトラウス ヴァレリー・ゲルギエフ カリタ・マッティラ ブリン・ターフェル ユルゲン・フリム

2005年2月8日 ペレアスとメリザンド ドビュッシー ジェイムズ・レヴァイン ウィリアム・バーデン アン・ゾフィー・フォン・オッター ジョナサン・ミラー

2005年2月12日 ラ・ボエーム プッチーニ ダニエル・オレン ルース・アン・スウェンソン ドウェイン・クロフト フランコ・ゼフィレッリ

2005年3月5日 ナブッコ ヴェルディ ジョゼフ・コラネリ ニコライ・プチーリン マリア・グレギーナ エリヤ・モシンスキ



2005年3月10日 ドン・カルロス ヴェルディ ファビオ・ルイージ リチャード・マージソン ドウェイン・クロフト ジョン・デクスター

2005年3月19日 サムソンとダリラ サン＝サーンス ベルトラン・ド・ビリー ホセ・クーラ デニス・グレイブス エリヤ・モシンスキ

2005年4月18日 仮面舞踏会 ヴェルディ ジェイムズ・コンロン マルチェロ・ジョルダーニ デボラ・ヴォイト ピエロ・ファジョーニ

2005年4月29日 ティート帝の仁慈 モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン フランク・レオポルド アン・ゾフィー・フォン・オッター ジャン＝ピエール・ポネル

2006年2月18日 リゴレット ヴェルディ プラシド・ドミンゴ カルロ・グェルフィ アンナ・ネトレプコ オットー・シェンク

2006年2月27日 トラヴィアータ ヴェルディ マルコ・アルミリアート アンジェラ・ゲオルギュー ヨナス・カウフマン フランコ・ゼフィレッリ

2006年3月30日 マゼーパ チャイコーフスキイ ヴァレリー・ゲルギエフ ニコライ・プチーリン オルガ・グリャコヴァ ユーリ・アレクサンドロフ

2006年4月4日 フィデリーオ ベートーヴェン ポール・ナドラー エリカ・ズンネガルド（代役） クリスティン・ジグムンドソン ユルゲン・フリム

2006年4月18日 ドン・パスクアーレ ドニゼッティ マウリツィオ・ベニーニ ジョン・デル・カルロ リューボフ・ペトロヴァ オットー・シェンク

2006年5月2日 ロデリンダ ヘンデル パトリック・サマーズ ルネ・フレミング コビー・ヴァン・レンスブルグ ステファン・ワーズワース

2006年5月3日 ローエングリン ヴァーグナー フィリップ・オーギャン クラウス・フロリアン・フォークト カリタ・マッティラ ロバート・ウィルソン

2008年2月9日 マノン・レスコー プッチーニ ジェイムズ・レヴァイン カリタ・マッティラ マルチェロ・ジョルダーニ ジーナ・ラピンスキ

2008年3月1日 カルメン ビゼー エマニュエル・ヴィヨーム オルガ・ボロディナ マルチェロ・アルバレス フランコ・ゼフィレッリ

2008年3月4日 オテッロ ヴェルディ セミヨン・ビシュコフ ヨハン・ボータ ルネ・フレミング エリヤ・モシンスキ

2008年3月11日 ピーター・グライムズ ベンジャミン・ブリテン ドナルド・ラニクルズ アンソニー・ディーン・グリフィー パトリシア・ラセット ジョン・ドイル

2008年4月26日 後宮からの誘拐 モーツァルト デイヴィッド・ロバートソン マシュー・ポレンザーニ ディアナ・ダムラウ ジョン・デクスター

2008年4月28日 サティヤーグラハ フィリップ・グラス ダンテ・アンゾリーニ リチャード・クロフト ラシェル・ダーキン フェリム・マクダーモット

2009年2月11日 つばめ プッチーニ マルコ・アルミリアート アンジェラ・ゲオルギュー サミュエル・レイミー ニコラ・ジョエル

2010年4月14日 トスカ プッチーニ ファビオ・ルイージ パトリシア・ラセット ヨナス・カウフマン リュック・ボンディ

2011年4月13日 ヴォツェック アルバン・ベルク ジェイムズ・レヴァイン アラン・ヘルド ヴァルトラウト・マイヤー マーク・ラモス

2011年4月19日 カプリッチョ リヒャルト・シュトラウス アンドリュー・デイヴィス ルネ・フレミング ヨーゼフ・カイザー ジョン・コックス

2011年4月27日 イル・トロヴァトーレ ヴェルディ マルコ・アルミリアート マルチェロ・アルバレス ソンドラ・ラドヴァノフスキー デヴィッド・マクヴィカー

2011年4月28日 ヴァルキューレ ヴァーグナー ジェイムズ・レヴァイン ヨナス・カウフマン デボラ・ヴォイト ロベール・ルパージュ

2011年5月3日 リゴレット ヴェルディ ファビオ・ルイージ ジェリコ・ルチッチ ニーノ・マチャイゼ オットー・シェンク

2011年5月4日 オルフェーオとエウリディーチェ グルック アントニー・ウォーカー デイヴィッド・ダニエルズ ケイト・ロイヤル マーク・モリス

2013年3月16日 ドン・カルロス ヴェルディ ロリン・マゼール ラモン・ヴァルガス バルバラ・フリットリ ニコラス・ハイトナー

2014年3月21日 ファウスト シャルル・グノー アラン・アルティノグル ピョートル・ベチャワ ジョン・レリエ デス・マッカナフ

2014年4月23日 コシ・ファン・トゥッテ モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン スザンナ・フィリップス イザベル・レナード レスリー・ケーニッヒ

2014年4月28日 ラ・チェネレントラ ロッシーニ ファビオ・ルイージ ジョイス・ディドナート ハヴィエル・カマレナ C・リエーヴィ

2014年4月29日 清教徒 ベッリーニ ミケーレ・マリオッティ オルガ・ペレチャッコ ローレンス・ブラウンリー S・セクイ

2015年4月18日 ドン・カルロス ヴェルディ ヤニック・ネゼ＝セガン ヨンフン・リー バルバラ・フリットリ ニコラス・ハイトナー

2015年4月20日 アイーダ ヴェルディ プラシド・ドミンゴ オクサナ・ディーカ マルコ・ベルティ ソニア・フリーゼル

2016年3月11日 マノン・レスコー プッチーニ ファビオ・ルイージ ロベルト・アラーニャ クリスティーネ・オポライズ リチャード・エアー

2016年3月16日 フィガロの結婚 モーツァルト ファビオ・ルイージ ミハイル・ペトレンコ アニタ・ハルティッヒ リチャード・エアー

2016年3月17日 蝶々夫人 プッチーニ カレル・マーク・シション ロベルト・アラーニャ クリスティーネ・オポライズ アンソニー・ミンゲラ

2017年5月29日 ドン・カルロス ヴェルディ ベルトラン・ド・ビリー ブライアン・イーメル クリスティン・ルイス ニコラス・ハイトナー

2018年3月6日 セミラーミデ ロッシーニ マウリツィオ・ベニーニ アンジェラ・ミード イルダール・アブドラザコフ ジョン・コプリー

年不明１月29日 コシ・ファン・トゥッテ モーツァルト ジェイムズ・レヴァイン キリ・テ・カナワ ジェイムズ・モリス コリン・グラハム

年月日不明 エディプス王 ストラヴィーンスキイ 不明 ウィリアム・ルイス フローレンス・クィヴァー 不明


