
<<MET 以外で観たオペラ公演>>
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 場所 作品 作曲者 指揮者 歌手１ 歌手２ 演出家

1961年3月11日 カーネギー・ホール テンダのベアトリーチェ ベッリーニ ニコラ・レッシーニョ ジョーン・サザランド エンゾ・ソルデッロ 不明

1965年1月3日 カーネギー・ホール アルチーナ ヘンデル リチャード・ボニング ジョーン・サザランド モニカ・シンクレア（デビュー） 不明

1969年3月26日 カーネギー・ホール 異国の女 ベッリーニ アントン・グァダーノ モンセラート・カバリエ アメデオ・ザンボン（デビュー） 不明

1969年9月6日 ボリショイ劇場 スペードの女王 チャイコーフスキイ ボリース・ハイキン ズラブ・アンジャパリゼ ガリーナ・ヴィシネフスカヤ 不明

1976年3月3日 ニューヨーク・シティ・オペラ 連隊の娘 ドニゼッティ チャールズ・ウェンデルケン・ウィルソン べヴァリー・シルズ スピロ・マラス ロトフィ・マンゾウリ

1976年3月14日 カーネギー・ホール ヴェルジーのジェンマ ドニゼッティ イヴ・クウェラー モンセラート・カバリエ ルイス・キリコ ヒュー・ロス

1976年3月31日 ニューヨーク・シティ・オペラ ルクレツィア・ボルジア ドニゼッティ ジュリアス・ルーデル べヴァリー・シルズ ヘンリー・プライス ティト・カポビアンコ

1979年4月8日 カーネギー・ホール アロルド ヴェルディ イヴ・クウェラー モンセラート・カバリエ ジャンフランコ・チェッケーレ リンドン・ウッドサイド

1981年9月10日 東京文化会館（ミラノ・スカラ座） シモン・ボッカネグラ ヴェルディ クラウディオ・アバド ピエロ・カプッチルリ ミレッラ・フレーニ ジョルジョ・ストレーレル

1982年4月6日 ニューヨーク・シティ・オペラ 第一回十字軍のロンバルディア人 ヴェルディ クリストファー・キーン アシュリ－・プットナム フスティーノ・ディアス シンシア・アウエルバッハ

1984年5月24日 ウィーン国立歌劇場 シモン・ボッカネグラ ヴェルディ ハンス・グラフ レナート・ブルゾン ミレッラ・フレーニ ジョルジョ・ストレーレル

1985年4月28日 カーネギー・ホール アレッサンドロ ヘンデル ステファン・シモン ジャニス・テイラー アシュリー・プットナム 不明

1985年4月29日 カーネギー・ホール ファルスタッフ ヴェルディ ゲオルグ・ショルティ ギジェルモ・サラビア キャスリーン・バトル マーガレット・ヒリス

1986年1月28日 カーネギー・ホール カプリッチョ リヒャルト・シュトラウス ジェフリー・テイト フェリシティ・ロット ジェリー・ハドリー ジョン・コックス　

1986年3月16日 カーネギー・ホール インテルメッツォ リヒャルト・シュトラウス ジュリアス・ルーデル エリーザベト・ぜーダーシュトレム アラン・タイタス アンドリュー・ポーター

1986年5月11日 カーネギー・ホール ダフネ リヒャルト・シュトラウス アンドリュー・デイヴィス キャサリン・マルフィターノ クリス・メリット 不明

1986年6月6日 スカラ座 ペレアスとメリザンド ドビュッシー クラウディオ・アバド フランソワ・ルルー フレデリカ・フォン・シュターデ アントワーヌ・ヴィテーズ

1987年4月6日9日

15日（日付不明）
サン・カルロ劇場 ルイーザ・ミラー ヴェルディ ダニエル・ナザレス チェチリーア・ガスディア 市原多朗 アッティロ・コロンネッロ

1988年4月24日26

日,28日,30日,5月3

日,5日（日付不明）

フェニーチェ劇場 オリ伯爵 ロッシーニ ブルーノ・カンパネッラ ウィリアム・マテウッツィ

マリエッラ・デヴィーア

ジュシー・デヴィヌー（3，5日の

み）

ピエール・ルイージ・ピッツィ

1990年11月24日 コヴェント・ガーデン フィデ-リオ ベートーヴェン クリストフ・フォン・ドホナーニ ガブリエラ・ベニャチコワ ヨーゼフ・プロチュカ アドルフ・ドレーゼン

1991年4月16日 カーネギー・ホール オテッロ ヴェルディ ゲオルク・ショルティ ルチャーノ・パヴァロッティ キリ・テ・カナワ マーガレット・ヒリス

1992年11月5日 フェニーチェ劇場 シモン・ボッカネグラ ヴェルディ アラン・ロンバール ジャンカルロ・パスクエット カルメラ・アポロニオ ピエラッリ

1993年5月13日,

15日,18日（日付不

明）

エイブリー・フィッシャー・ホール 魔弾の射手 ウェーバー コリン・デイヴィス トーマス・モーザー シャロン・スイート 不明

1995年6月23日
東京文化会館

（ボリショイオペラ）

ジャンヌ・ダルク

（オルレアンの少女）
チャイコーフスキイ アレクサンドル・ラザレフ

イリーナ・ウダーロワ

マリーナ・ラービナ
ウラジミール・レジキン ボリス・ポクロフスキー

1995年9月18日 NHKホール（ミラノ・スカラ座） トラヴィアータ ヴェルディ リッカルド・ムーティ ティツィアーナ・ファブリチーニ ラモン・ヴァルガス リリアーナ・カヴァーニ

1996年11月4日 東京文化会館（キーロフオペラ） ムツェンスク郡のマクベス夫人 ショスタコーヴィチ ヴァレリー・ゲルギエフ ラリッサ・ゴゴレフスカヤ レオニード・ザホジャーエフ イリーナ・モロストーワ

1997年3月18日 プラハ国民劇場 リブシェ スメタナ オリヴェル・ドホナーニ エヴァ・ウルバノヴァ イジー・スルツェンコ ペトル・ノヴォトニ―　

2000年3月30日 ニューヨーク・シティ・オペラ ティート帝の仁慈 モーツアルト ハリー・ビケット クルト・シュトライト マリー・プレット ステファン・ワズワース

2000年9月8日 NHKホール（ミラノ・スカラ座） リゴレット ヴェルディ リッカルド・ムーティ アルベルト・ガザーレ アンドレア・ロスト ジルベール・デフロ

2001年10月30日 コヴェント・ガーデン 影のない女 リヒャルト・シュトラウス クリストフ・フォン・ドホナーニ グレン・ウィンズレイド デボラ・ヴォイト ジョン・コックス

2003年4月15日 ニューヨーク・シティ・オペラ フラーヴィオ ヘンデル ジョージ・マナハン デヴィッド・ウォーカー 重松みか シャス・ラダー＝シーバー

2003年8月31日 東京文化会館（ミラノ・スカラ座） マクベス ヴェルディ リッカルド・ムーティ レオ・ヌッチ パオレッタ・マッローク グレアム・ヴィック

2004年4月14日 ニューヨーク・シティ・オペラ エルミオーネ ロッシーニ ジョージ・マナハン アレクサンドラ・ペンダチャンスカ グレゴリー・クンデ ヘレナ・ビンダー

2004年4月21日 ニューヨーク・シティ・オペラ クセルクセス ヘンデル ゲイリー・トア・ウィドウ サラ・コノリー べス・クレイトン ステファン・ワズワース

2008年10月23日
東京文化会館

（ウィーン国立歌劇場）
コシ・ファン・トゥッテ モーツアルト リッカルド・ムーティ バルバラ・フリットリ アンゲリカ・キルヒシュラーガー ロベルト・デ・シモーネ

2008年10月29日 神奈川県民ホール（同上） フィデーリオ ベートーヴェン 小澤征爾 デボラ・ヴォイト ロバート・ディーン・スミス オットー・シェンク

2009年9月17日
東京文化会館

（ミラノ・スカラ座）
ドン・カルロス ヴェルディ ダニエレ・ガッティ ラモン・ヴァルガス ミカエラ・カロージ　 シュテファン・ブラウンシュヴァイク

2011年9月25日
東京文化会館

（ボローニャ歌劇場）
エルナーニ ヴェルディ レナート・パルンボ ロベルト・アロニカ　 ディミトラ・テオドッシュウ ベッペ・デ・トマージ

2013年4月19日
Bunkamuraオーチャードホール

（フェニーチェ劇場）
オテッロ ヴェルディ チョン・ミョンフン グレゴリー・クンデ リア・クロチェット フランチェスコ・ミケーリ

2016年2月27日 東京文化会館 こうもり リヒャルト・シュトラウス 小澤征爾 タマラ・ウィルソン アドリアン・エレート デイヴィッド・ニース

2017年3月26日 東京文化会館 カルメン ビゼー 小澤征爾 サンドラ・ピクス・エディ チャド・シャルトン デイヴィッド・ニース

2017年5月29日 コヴェント・ガーデン 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・ハイメル クリスティン・ルイス ニコラス・ハイトナー

年月日不明 王立ドラマ劇場（ストックホルム） 忠実な羊飼い ヘンデル チャールズ・ファーンコーム マーゴット・レーディン ライラ・アンデション ベンクト・ピーターソン


