
年 ⽇付 タイトル メディア名 内容

2008 8⽉29⽇ エコノWOMAN
⽇経CNBC |22時01分〜

22時07分

「エコノWOMAN」は、⽇経CNBCで毎週⾦曜⽇22時01分〜22時07分で放送されるテレビ番組。経営者や
政治家などあらゆるジャンルで活躍する⼥性をゲストにむかえ、⼥性として輝く秘訣、苦労からオフの過ご
し⽅まで、あらゆる切り⼝で本⼈に迫っていく。
サンクトペテルブルグに単⾝留学し、デビュー後はロシアのオーケストラやオペラ劇場で指揮者となり、
ニューズウィーク「尊敬される⽇本⼈ベスト100」にも選ばれる⻄本に「⼥性指揮者」としての苦労等を
前・後編に分けて伺った。

2008 9⽉5⽇ 課外授業 ようこそ先輩 NHK |22:14〜22:30

「課外授業 ようこそ先輩」は、NHKで毎週⽇曜⽇8時35分〜9時00分で放送されるテレビ番組。様々な
ジャンルの第⼀線で活躍する著名⼈が、ふるさとの⺟校を訪ね、後輩たちのためにとっておきの授業を⾏
う。授業は通常２⽇間、リハーサルなしの真剣勝負です。内容や仕掛けは、先輩によって実に多彩。⼈⽣で
得たこと、創造の秘密、専⾨分野の⾯⽩さなどを、独⾃の⽅法で解き明かす。そんな先輩 の思いがこもっ
た授業を、⼦どもたちはどう受け⽌めるのか？そこには毎回、思いがけない発⾒と感動がある。
「最後はオーケストラに向かって指揮をします！」舞台は⼤阪⾳楽⼤学オペラハウス、オーケストラ総勢７
０⼈、演⽬はチャイコフスキー「⽩⿃の湖」。そして、指揮者はもちろん６年⽣の⼦どもたち！でも、実際
やってみたら、やっぱり「指揮」って⼤変だった！指揮をする前にまず、指揮台の上にあがることにガチガ
チに緊張する⼦どもたち。台の真ん中に⽴てない・・・振ってた指揮棒が⾶んじゃった・・・⼤舞台に向か
う⼦どもたちに、⻄本智実さんが今回の授業で経験してほしいこと。それは、何かをやれたという⾃信、指
揮台の２０ｃｍを “1歩踏み出す勇気”。
放送⽇時
2008年08⽉31⽇(⽇) 13:35〜14:00
2008年09⽉05⽇(⾦) 22:14〜22:30
番組URL
http://www.nhk.or.jp/kagaijugyou/
http://www.nhk.or.jp/kagaijugyou/archives/archives268.html

2008 11⽉3⽇ SUZUKI プラッシュ presents Brilliant Cruise TOKYO FM
TOKYO FMで放送されたラジオ特別番組。
ドライブで聴いてほしいクラシック作品を紹介。作品の背景等を説明。
http://www.tfm.co.jp/

2008 11⽉30⽇ ソロモン流
テレビ東京 |21:54〜

22:48

「ソロモン流」は、テレビ東京系列で毎週⽇曜⽇夜21時54分〜22時48分で放送されるテレビ番組。さまざ
まなジャンルで強烈なこだわりを持ち、輝きを放つ、今、最も注⽬される旬の⼈物の仕事や⽣活に密着して
いく。現在、指揮者としての活動はもとより、テレビ・ラジオ出演や雑誌の取材などで多忙を極める⻄本智
実。そんな⽇本で最も注⽬される⼀⼈である⻄本の仕事の裏側、オフの過ごし⽅など知られざる素顔に密着
した。
⻄本の指揮は、「⽬をつぶることができない指揮」「華麗な指揮さばき」「作曲家の意図する⾳楽を分かり
やすく伝える指揮」など絶賛されている。しかしながら、輝かしい活躍の裏側では本番前ストイックに⾳楽
に向き合う⻄本の姿があった。性別や国籍を意識するのではなく、⾳楽に真正⾯から向き合うことでのみ、
より崇⾼な表現ができると信じているからだ。⻄本の⾳楽への探究⼼や⾳楽に真摯に向き合う姿勢は感嘆に
値する。オフの⽇、⻄本は他分野で活躍する⼈達と交流を深めている。リラックスした中ではあるが、互い
の感性を刺激しあえているのが伺えた。⻄本の指揮に感じる表現の豊かさ、深さの理由の⼀端であろう。⻄
本のライフスタイルは、全て⾳楽に通じているのだ。
http://www.tv-tokyo.co.jp/solomon/
http://www.tv-asahi.co.jp/chousensha/bk/090524.html

2009 5⽉10⽇ クエスト〜探究者たち〜
WOWOW |10：00〜11：

00

「クエスト〜探究者たち〜」は、WOWOWで毎週⼟曜夜8時51分から放送されるテレビ番組。エンターテ
インメント性に溢れ、現役で活躍している“スゴイ⼈”に毎回フォーカスをあて、その⽣き⽅や⽣き様を追
い、その哲学を深く掘り下げていく。⻄本智実38歳、⼥性指揮者。

ロシア国⽴サンクトペテルブルク⼤学に留学したのは1996年のこと。ウィーンでもなく、パリでもなく、
敢えて厳しいロシアを選んだのはなぜか。そこに、彼⼥が求める⾳楽の⾏⽅が隠されている。

世界を舞台に活躍する⻄本の⽇常は、全て⾳楽に費やされている。テレビコマーシャルでも⾒せる、華麗な
舞台に対し、彼⼥の⽣活はきわめて質素で堅実だ。彼⼥がデビュー以来⾏ってきた『儀式』にもその⼀端が
伺える。それは本番前の『瞑想』―無⼼になること。もうこの世にいない作曲家とのコミュニケーションを
楽譜だけで⾏う指揮者（⻄本智実）の知られざる儀式である。努⼒の果てに、努⼒だけでは⼿にすることが
出来ない境地への挑戦だ。
今年⻄本は、ある挑戦をする。それは⼀曲が2時間にも及ぶ⼤作、マーラー作『復活』。マーラーを指揮す
ることは、指揮者にとっては試⾦⽯だ。マーラーに⻄本智実が込めるメッセージ。
それは、「21世紀・地球規模の経済危機からの⼈類の復活！」
http://www.wowow.co.jp/documentary/quest/
http://www.wowow.co.jp/pg/detail/066233001/

2009 5⽉24⽇ 挑戦者〜NO.1への階段〜 テレビ朝⽇ |18：56〜

「挑戦者〜NO.1への階段〜」は、テレビ朝⽇で毎週⼟曜夜8時51分から放送されるテレビ番組。様々な分
野でNo.1を極めた⼈物の達成に⾄るまでの苦難の道のりと挑戦のストーリーを描いていく。彼らが⼿にし
た輝かしい栄光の裏側には、計り知れないドラマが・・・。
指揮者を志した幼少期、オペラの現場でアシスタントをしながら下積みを続ける学⽣時代、単⾝ロシアへ留
学し異国の地で2年間⼀⼈で努⼒した⽇々を振り返る挑戦のストーリー。
現在世界を舞台に活躍する⻄本が信じてきたのは「暗闇の時ほど、星は輝いて⾒える」ということ。
http://www.tv-asahi.co.jp/chousensha/index.html
http://www.tv-asahi.co.jp/chousensha/bk/090524.html

2009 12⽉31⽇ スズキSX4 テレビCM テレビCM

世界有数の⾃動⾞メーカー「スズキ」が2006年7⽉に発表した「SX4」のテレビCM。
今や世界100以上の国々と地域で⾛り、世界を舞台にした展開を図るSX4を、同じく⽇本で⽣まれヨーロッ
パで磨かれ世界を舞台に活躍する⻄本智実が伝えるCM。
また、テレビCMだけではなく特設Webサイトにおいて、「Drive with Classic」というテーマでロングイ
ンタビューが掲載されている。
特設WEBサイト
http://www.suzuki.co.jp/car/classic/

2009 12⽉31⽇
テレビ埼⽟開局30周年記念特別番組 ⻄本智実の

「第九」
テレビ埼⽟ |20：00〜

22：00

「テレビ埼⽟開局30周年記念特別番組 ⻄本智実の“第九”」」は、テレビ埼⽟の開局30周年を記念して制
作された番組。⻄本智実が指揮する「第九」を放送するとともに、⻄本のインタビューが放送された。
テレビ埼⽟
http://www.teletama.jp/

TV & Radio



2010 2⽉20⽇ となりの⼦育て
NHK教育 |21：30〜22：

00

「となりの⼦育て」は、NHK教育で毎週⼟曜夜9時30分から放送される（翌週の⾦曜⽇昼11時から再放
送）テレビ番組。現在各界で華々しい活躍を遂げる著名⼈を幼少期から⽀えた親の⼦育て秘話に迫ってい
く。
現在世界を舞台に活躍する⻄本智実。
その⻄本を幼少期から⽀えた⺟親の⼦育てに迫った。
物⼼つかない⻄本を⺟親は劇場やホールに連れて⾏き、“⽣の演奏”を数多く体験させることにこだわった。
⾳だけではなく、会場の雰囲気や熱気といった実際に⾜を運ばないと体感できないものを教えたのである。
その時の感覚こそ今の⻄本の表現する⾳楽のスケール感につながっている。
さらに、⺟親は⻄本智実が指揮者を志すきっかけとなる出来事を語ってくれた。⺟親が異なる指揮者が奏で
る同じ楽曲を⻄本に聴かせると、その２つの⾳世界を聴き⽐べた⻄本は、両者の⼤きな違いを感じ取り、指
揮者の存在を強く意識するようになった。まさしく指揮者⻄本智実の原点である。
最後に⻄本の⺟親は「⼦育てとは？」という問いに対して、「何より⼦供と⼀緒に楽しむこと」と締めく
くった。
番組URL
http://www.nhk.or.jp/tonari/

2010 7⽉19⽇ 情熱の系譜 テレビ東京 |22：54〜

「情熱の系譜」は、テレビ東京で毎週⽉曜夜10時54分から放送されるテレビ番組。現代に⽣きる偉⼈たち
はどのようにして偉業を成し遂げてきたのか、その裏には、先⼈たちから受け継がれる「想い」「智恵」そ
して「情熱」があった。先⼈たちの偉業と対⽐させながら、受け継がれるその「情熱の系譜」を紹介してい
く。
⻄本智実の“情熱の系譜”は、岡倉天⼼。
岡倉天⼼は明治に活躍した画家で、⻄洋画と⽇本画をミックスし新しい表現を探求した⼈物。また、新しい
⽇本美術の創造し、そのすばらしさを世界に伝えた⼈物でもある。
そんな岡倉天⼼に対し、東洋⼈として⻄洋⾳楽の指揮をする⻄本は共感した。
⻄本は、⻄洋⾳楽を指揮することについて「私の役割は“接ぎ⽊”のようなものかもしれないが、根から葉に
通った時にオリジナリティのある表現になる」と独特の表現で語った。
⽇本画を根底に⻄洋画の要素を接ぎ⽊し新しい⽇本画を創造した岡倉天⼼の情熱が、⽇本の感性を根底に置
き、⻄洋のオーケストラ⾳楽を接ぎ⽊によってオリジナリティある芸術にする⻄本へ受け継がれた。
番組URL
http://www.jkeifu.jp/
http://www.youtube.com/user/jkeifu

2010 12⽉26⽇
TOKYO FM プレミアム・クラシック・ナイト

〜 ⻄本智実・夢の第九コンサートへの道
TOKYO FM |19：00〜

19：55

TOKYO FMで毎⽉１回放送されるラジオ番組。
2⽉21⽇（⽕）予定の「TOKYO FM開局40周年記念 夢の第九コンサート in ⽇本武道館」に向けて、 タ
クトを握る⻄本智実がベートーヴェンの交響曲第9番・通称「第九」の魅⼒に迫ります！
ラジオを聴けばどなたも気軽に合唱参加が可能となるドリーム企画です。この⽉に⼀度のレギュラー番組で
は、毎回素敵なゲストをお呼びして楽しいお話とともにクラシック⾳楽の魅⼒をご紹介。 後半は、⻄本智
実が「第九」を歌うためのコツやポイントを、やさしくわかりやすく指導しています。
第1回 4⽉25⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第2回 5⽉23⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第3回 6⽉27⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第4回 7⽉25⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第5回 8⽉29⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第6回 9⽉26⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第7回 10⽉24⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第8回 11⽉28⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
第9回 12⽉26⽇（⽇）⼣⽅7時00分〜7時55分
TOKYO FM
http://www.tfm.co.jp/
番組URL
http://www.tfm.co.jp/daiku/chrge.html

2011 9⽉12⽇ FM三重「広瀬隆のラジオ魂！」
FM三重 |13：30〜15：

55
FM三重「広瀬隆のラジオ魂！」に出演します。
出演予定：15:00前後〜

2011 11⽉10⽇ テレビ朝⽇「モーニングバード」 テレビ朝⽇
テレビ朝⽇「モーニングバード」のＡウーマンのコーナーに出演します。
放送予定⽇：2011年11⽉10⽇（⽊）8：00〜9：55

2011 12⽉12⽇ NHKワールド「J-MELO」 NHK

NHKワールド「J-MELO」
■放送予定⽇：2011年12⽉12⽇（⽉）1:00〜1:28
       関⻄地域（⼤阪府・京都府・兵庫県・和歌⼭県・奈良県・滋賀県）1:45〜2:13
■番組サイト：http://www.nhk.or.jp/j-melo/japanese/index.html

2011 12⽉31⽇ 「夢の第九コンサート2011」 東京FM
12⽉29⽇東京国際フォーラムでの「夢の第九コンサート2011」の様⼦が放送されます。
■放送局：東京FM
■放送⽇時：2011年12⽉31⽇（⼟）22:00〜22:55

2012 3⽉2⽇ Good Morning,Belarus
State Belarusian

Channel

⻄本智実がベラルーシの番組に出演します。
■番組名：Good Morning,Belarus
■放送⽇時：3⽉2⽇（⾦）朝6時〜9時
■URL：http://natashabobkova.by/teatry-minska/belorusskaya-gosudarstvennaya-
filarmoniya/tomomi-nishimoto-v-belgosfilarmonii/

2012 3⽉5⽇
岩⼿朝⽇テレビ「スーパーＪチャンネル」出演に関す

るお詫び
岩⼿朝⽇テレビ

2012年3⽉5⽇に岩⼿朝⽇テレビ「スーパーＪチャンネル」に出演することをお知らせしておりましたが、
予定が変更になり「スーパーＪチャンネル」では放送されないことになりました。
放送を楽しみにして下さっていたファンの皆様にはご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

2012 3⽉29⽇ テレビ朝⽇「モーニングバード！」 テレビ朝⽇
テレビ朝⽇「モーニングバード！」にてＡウーマンの総集編が放送されます。
■放送⽇：2012年3⽉29⽇(⽊）

2012 5⽉2⽇ ＮＨＫ富⼭放送局「ニュース富⼭⼈」 ＮＨＫ富⼭放送局
ＮＨＫ富⼭放送局の「ニュース富⼭⼈」に出演します。
■放送⽇：2012年5⽉2⽇（⽔）18:10〜19:00
■放送局：ＮＨＫ富⼭放送局

2012 6⽉18⽇ エフエム岩⼿「北上さくら咲くラジオ」 エフエム岩⼿
6⽉16・17⽇の公開リハーサルの様⼦やインタビューが放送されます。
■番組名：エフエム岩⼿「北上さくら咲くラジオ」
■放送⽇時：2012年6⽉18⽇ 15:00〜16:00

2012 6⽉25⽇ 北上ケーブルテレビ 「マイタウンきたかみ」 北上ケーブルテレビ

※当初放送が予定されておりました6/22（⾦）から放送⽇が変更になりました。放送⽇は、6/25（⽉）に
なります。
6⽉16・17⽇の公開リハーサルの様⼦やインタビューが放送されます。
■番組名：北上ケーブルテレビ 「マイタウンきたかみ」
■放送⽇：2012年6⽉25⽇



2012 8⽉6⽇ ＴＵＦテレビユー福島 ＴＵＦテレビユー福島

インタビューの様⼦が放送されます。
■放送予定⽇：2012年8⽉6⽇（⽉）または7⽇（⽇）
■番組名：「ＴＵＦ NEWS LIVE スイッチ！」18:15〜18:55の番組中
※ニュース番組のため変更になる可能性がございます。

2012 8⽉21⽇ テレビユー福島「スイッチ」 テレビユー福島

テレビユー福島報道ニュース番組「スイッチ」にて放送されます。
■放送局：テレビユー福島
■番組：「スイッチ」
■放送時間：18:15〜18:45

2012 9⽉2⽇
Interfm（76.1MHz）

「TWILIGHT PIANO〜北回帰線〜」
Interfm

Interfm（76.1MHz）「TWILIGHT PIANO〜北回帰線〜」に出演します。
■放送⽇時：2012年9⽉2⽇(⽇) 16:30〜17:30
■番組URL：http://www.interfm.co.jp/piano/index.php?mode=sun&id=184
■エリアによりパソコンでもInterfmが聞けます。配信エリア等は下記URLより「今すぐパソコンで
InterFMが聴ける！」の項をご参照ください。
■Interfm URL：http://www.interfm.co.jp/

2012 9⽉24⽇ ⽇本テレビ「Switch」 ⽇本テレビ
■番組：「Switch」
■放送予定⽇時：2012年9⽉24⽇（⽉） 21:54〜
■放送局：⽇本テレビ

2012 9⽉26⽇
NHK総合テレビ ⼭梨県域（⼭梨県内の放送）

地域情報番組「まるごと⼭梨」
NHK

コラニー⽂化ホールでのジュニアオーケストラ公開リハーサルの様⼦が放送されます。
■放送⽇時：2012年9⽉26⽇（⽔）18:10〜19:00
■放送局：NHK総合テレビ ⼭梨県域（⼭梨県内の放送）
■番組名：「まるごと⼭梨」内「⼭梨EYE」

2012 10⽉19⽇ 「NDS presents ⾼嶋ちさ⼦ Gentle Wind」 FM AICHI

FM AICHI「NDS presents ⾼嶋ちさ⼦ Gentle Wind」に出演予定です。
■放送⽇時：10⽉19⽇（⾦） 21:30〜21:55
■放送局：FM AICHI（愛知県のFM放送局）
■番組：「NDS presents ⾼嶋ちさ⼦ Gentle Wind」

2012 10⽉25⽇ NHKラジオ第⼀「ラジオ深夜便」 NHKラジオ

NHKラジオ第⼀「ラジオ深夜便」に出演予定です。
■放送⽇時：2012年10⽉25⽇（⽊） 11:20〜5:00
■出演時間：26⽇午前1時台（25⽇25時台）に出演予定です。
■番組名：NHKラジオ第⼀「ラジオ深夜便」
■ラジオ深夜便：http://www.nhk.or.jp/shinyabin/
■番組予定：http://www.nhk.or.jp/shinyabin/pro/a4.html

2012 10⽉26⽇ 「NDS presents ⾼嶋ちさ⼦ Gentle Wind」 FM AICHI

FM AICHI「NDS presents ⾼嶋ちさ⼦ Gentle Wind」に出演予定です。
■放送⽇時：10⽉26⽇（⾦） 21:30〜21:55
■放送局：FM AICHI（愛知県のFM放送局）
■番組：「NDS presents ⾼嶋ちさ⼦ Gentle Wind」

2012 10⽉28⽇
ラトビア ナショナル テレビ ７チャンネル

⽂化情報番組「スイート クリーム」
ラトビアナショナルテレビ

ラトビア ナショナル テレビ ７チャンネル、⽂化情報番組「スイート クリーム」でラトビア国⽴交響楽団
とのリハーサル⾵景とインタビューが放送されました。
■放送⽇時：2012年10⽉28⽇（⽇）
■放送局：ラトビア ナショナル テレビ
■番組名：⽂化情報番組「スイート クリーム」

2012 11⽉22⽇ ニュース番組 TOKYO MX テレビ

2012年11⽉22⽇（⽊）18:00〜のニュース番組内でオペラ「蝶々夫⼈」について紹介される予定です。
■放送⽇時：2012年11⽉22⽇（⽊）18:00 〜のニュース番組内
■放送局：TOKYO MX テレビ（地上デジタル9ch）
■備考：2012年11⽉23⽇（⾦）以降、TOKYO MX サイト内で放送予定です。
■URL：http://www.mxtv.co.jp/mxnews/

2012 12⽉22⽇
東京スタジオ開局特番 ６時間⽣放送ＳＰ

東京スタジオ開局特番夢を叶えるクリスマス⼤特価ス
ペシャル

CS「ジャパネットチャン
ネルDX」

CS ジャパネットチャンネルDX「東京スタジオ開局特番 ６時間⽣放送ＳＰ 東京スタジオ開局特番夢を
叶えるクリスマス⼤特価スペシャル」に⻄本智実とイルミナートフィルのメンバーが出演予定です。
■放送⽇時：2012年12⽉22⽇ 24時〜25時
■チャンネル名：CS「ジャパネットチャンネルDX」（C203）
■番組名：東京スタジオ開局特番 ６時間⽣放送ＳＰ
     東京スタジオ開局特番夢を叶えるクリスマス⼤特価スペシャル
■備考：スカパー！プレミアムサービス524ch、 ケーブルテレビなどで視聴可能
■参考：視聴⽅法 http://www.japanet.co.jp/shopping/dx/dx02.html

2012 12⽉29⽇ TOKYO FM 夢の第九2012 supported by SUZUKI OKYO FM

TOKYO FM 夢の第九コンサート２０１２の模様が放送される予定です。
■⽇時：2012年12⽉29⽇ 22時〜22時55分
■放送局：東京FM系
■備考：TOKYO FM公式ＨＰをご参照ください。
■URL：http://www.tfm.co.jp/daiku/index.html

2013 2⽉3⽇ 「ジャパネットたかた テレビショッピング」 TVKテレビ神奈川 など

「ジャパネットたかた テレビショッピング」の番組内で「ロメオとジュリエッタ」が紹介される予定で
す。※ 番組タイトルは放送局により若⼲異なります。
■放送予定⽇時：
2013年2⽉3⽇（⽇）15:00〜16:53（番組内の⼀部で紹介予定 ）
■放送局：
TVK テレビ神奈川／TVS テレビ埼⽟／GYT とちぎテレビ
GTV 群⾺テレビ／MTV 三重テレビ放送 TVN 奈良テレビ放送
BBC びわ湖放送／SUN サンテレビジョン／GBS 岐⾩放送

■ジャパネットたかたURL：
http://www.japanet.co.jp/shopping/internet/inte04-ticket01.html

2013 3⽉2⽇ 「ANA WORLD AIR CURRENT」 J-WAVE

「ANA WORLD AIR CURRENT」に出演します。
■放送⽇時：2013年3⽉2⽇（⼟）19:00〜19:54
■放送局：J-WAVE
■番組ホスト：葉加瀬太郎
2013年3⽉2⽇に放送された内容が下記番組サイト内で聴けます。
■URL： http://www.j-wave.co.jp/original/worldaircurrent/

2013 3⽉4⽇ J-WAVE「I A.M.」“CLOSE TO YOU” J-WAVE

J-WAVE「I A.M.」“CLOSE TO YOU”に出演します。
■放送予定⽇時：2013年3⽉4⽇(⽉) 〜 7⽇(⽊) 10:40〜10:50
■放送局：J-WAVE
番組内サイトで放送内容が紹介されています。
http://www.j-wave.co.jp/original/iam/toyou/



2013 3⽉18⽇ TFM全国38局ネット「坂本美⾬のディアフレンズ」 TFM
TFM全国38局ネット「坂本美⾬のディアフレンズ」に出演予定です。
■放送予定⽇時：2013年3⽉18⽇（⽉）11:00〜11:30

2013 4⽉17⽇
テレビCM出演

岩⾕産業株式会社「富⼠の湧⽔」 「fujina」
岩⾕産業株式会社

岩⾕産業株式会社の天然⽔「富⼠の湧⽔」と ⾼保湿ミネラル化粧品「fujina」のテレビCMに出演していま
す。
■富⼠の湧⽔：http://www.f-you-sui.co.jp/index.html
■fujina：http://www.iwatani-i-collect.com/fujina/?banner_id=b2879

2013 4⽉22⽇
「スーパーＪチャンネルいわて」「マイタウンきたか

み」
北上市さくらホール 第九合唱練習会

岩⼿朝⽇テレビ、北上ケー
ブルTV

4⽉22⽇（⽉）、岩⼿朝⽇テレビ「スーパーＪチャンネルいわて」および北上ケーブルTV「マイタウンき
たかみ」にて、北上市さくらホールでの第九合唱練習会の模様が放送されます。
■放送局＆番組：岩⼿朝⽇テレビ「スーパーＪチャンネルいわて」
■放送⽇時：4⽉22⽇（⽉）18:15〜
■放送局＆番組：北上ケーブルTV「マイタウンきたかみ」
■放送⽇：4⽉22⽇（⽉）

2013 8⽉19⽇ NHKラジオ第⼀「ベルばらジオ」 NHKラジオ

NHKラジオ第⼀「ベルばらジオ」にコメント出演予定です。
■番組名：ベルばらジオ
■放送予定⽇時：8⽉19⽇（⽉）20:05〜21:55
■放送局：NHKラジオ第⼀
■番組URL：http://www.nhk.or.jp/radiosp/berubara/

2013 9⽉4⽇ NHK熊本 「おはよう⽇本」 NHK熊本

NHK熊本「おはよう⽇本」にて熊本でのオペラ「椿姫」の練習の様⼦が放送されます。
■放送⽇時：2013年9⽉4⽇ ※台⾵のため予定を変更し12:15〜放送されました。
■放送局：NHK熊本
■番組名：おはよう⽇本

2013 9⽉27⽇ NHKラジオ第⼀放送「すっぴん」 NHKラジオ第⼀放送

NHKラジオ第⼀放送「すっぴん」にインタビュー出演します。
■放送⽇時：2013年9⽉27⽇（⾦）10:05〜
■放送局：NHKラジオ第⼀放送
■番組名：「すっぴん」
■URL：http://www.nhk.or.jp/suppin/

2013 10⽉13⽇ J-WAVE「VINTAGE GARAGE」 J-WAVE

J-WAVE「VINTAGE GARAGE」に出演致します。
■放送予定⽇時：10/13（⽇）18:00〜18:54
■放送局：J-WAVE（東京）、FM802（⼤阪）、ZIP FM（名古屋）、
     FMノースウエーブ（札幌）、CROSS FM（福岡）のJFL5局ネット。
■番組HP：http://www.j-wave.co.jp/original/vintagegarage/

2013 10⽉26⽇ ⼭梨国⺠⽂化祭・総合フェスティバル開会式 テレビ⼭梨

「⼭梨国⺠⽂化祭総合フェスティバル」開会式の模様が放送される予定です。
■放送⽇：10⽉26⽇（⼟）
■テレビ⼭梨（TBS系）14:30-15:30 式典部〜交響詩富⼠
■⼭梨放送（NTV系）15:35-17:00 「⾵の麗美遊」
■URL：http://yamanashi-kokubunsai.jp/boshu/kaikaisiki_kanranhouhou.html

2013 11⽉2⽇ ⼭梨国⺠⽂化祭・総合フェスティバル開会式 NHK

「⼭梨国⺠⽂化祭・総合フェスティバル開会式」の模様が放送される予定です。
■放送⽇：11⽉2⽇（⼟）
■放送局：NHK全国放送 時間未定(録画放送）
■URL：http://yamanashi-kokubunsai.jp/boshu/kaikaisiki_kanranhouhou.html

2013 11⽉22⽇ NHKラジオ第⼀放送「すっぴん」 NHKラジオ第⼀放送

NHKラジオ第⼀放送「すっぴん」にインタビュー出演します。
■放送⽇時：2013年11⽉22⽇（⾦）10:05〜
■放送局：NHKラジオ第⼀放送
■番組名：「すっぴん」
■URL：http://www.nhk.or.jp/suppin/

2013 12⽉23⽇ ⻄本智実 祈りの歌をバチカンへ NHK総合

ヴァチカン国際⾳楽祭へのドキュメンタリーが放送されます。
■放送予定⽇：2013年12⽉23⽇（⽉・祝）17:00〜
■番組名：「⻄本智実 祈りの歌をバチカンへ」
■放送局：NHK総合

2013 12⽉28⽇ 特別番組「夢の第九コンサート2013」 TOKYO FM

特別番組「夢の第九コンサート2013」が放送予定です。
■放送予定⽇時：2013年12⽉28⽇（⼟）22:00〜22:55
■番組名：「夢の第九コンサート2013」
■放送局：TOKYO FM/JFN系列全国38局で放送予定

2013 12⽉28⽇ 「サワコの朝」 TBS系列

「サワコの朝」でヴァチカン国際⾳楽祭の様⼦が紹介される予定です。
※滝川クリステルさんがご出演。ヴァチカンでのお話しをして下さいます。
■放送予定⽇：2013年12⽉28⽇（⼟）7:30〜放送予定
■放送局：TBS系列

2014 1⽉1⽇ 新春対談（⼤分県知事） テレビ⼤分

⼤分県知事との新春対談番組に出演予定です。
■放送予定⽇：2014年1⽉1⽇（⽔）9:35〜10:25放送予定
■放送局：テレビ⼤分
■放送エリア：⼤分県内のみ

2014 1⽉7⽇ LRT Kultūra LRT Kultūra
リトアニアのテレビ局でコンサートの様⼦が⽣中継されます。
■放送⽇時：2014年1⽉7⽇ 18:00〜⽣中継
■放送局：LRT Kultūra

2014 1⽉11⽇ 「ドキュメンタリー祈りの歌」
NHK総合テレビ／広島県

内向け

ヴァチカン国際⾳楽祭へのドキュメンタリーが放送されます。
■番組名：「ドキュメンタリー祈りの歌」
■放送⽇：2014年1⽉11⽇（⼟）16:00〜16:49 放送予定です。
■放送局：NHK総合テレビ／広島県内向け

2014 1⽉17⽇ KBS京都「京都南座公演」 KBS京都

京都南座公演「⻄本智実プロデュース 座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜」についてのイ
ンタビューが放送予定です。「京ｂiz」の番組内で放送予定です。
■放送予定⽇時：2014年1⽉17⽇（⾦）21:00〜22:20
■放送局：KBS京都

2014 1⽉21⽇ 「徹⼦の部屋」 テレビ朝⽇

「徹⼦の部屋」に出演致します。
■番組名：「徹⼦の部屋」
■放送⽇：2014年1⽉21⽇（⽕）13:20-13:55 放送予定です。
■放送局：テレビ朝⽇

2014 1⽉25⽇ ラジオ関⻄ 「寺⾕⼀紀のまいど！まいど！」 ラジオ関⻄

ラジオ関⻄「寺⾕⼀紀のまいど！まいど！」に出演します。
■番組名：「寺⾕⼀紀のまいど！まいど！」
■放送⽇時：2014年1⽉25⽇（⼟）8:00〜10:00
■放送局：ラジオ関⻄



2014 1⽉27⽇ SMAP×SMAP フジテレビ

フジテレビ SMAP×SMAP「スマ進ハイスクール」に出演致します。
■番組名：SMAP×SMAP
■放送予定⽇時：2014年1⽉27⽇（⽉）22:00〜
■放送局：フジテレビ

2014 2⽉2⽇ ニッポン放送「マイプレイリスト」 ニッポン放送

ニッポン放送「マイプレイリスト」に出演致します。
■放送⽇：2014年2⽉2⽇（⽇）23:30〜 放送予定
■番組名：「マイプレイリスト」
■放送局：ニッポン放送
■URL：http://www.1242.com/my-playlist/

2014 3⽉15⽇ 「徹⼦の部屋クラシック」2014 BS朝⽇

2014年2⽉6⽇東京芸術劇場での「徹⼦の部屋クラシック」2014 が放送される予定です。
■放送⽇時：2014年3⽉15⽇（⼟）13:00〜14:55
■放送局：BS朝⽇
■番組HP：http://www.bs-asahi.co.jp/tetsukoclassic2014/

2014 3⽉24⽇ 「徹⼦の部屋」 テレビ朝⽇

「徹⼦の部屋」で「徹⼦の部屋クラシック2014」が放送される予定です。
■放送予定⽇時：2014年3⽉24⽇（⽉）13:20〜13:55
＜出演＞
近藤岳（オルガン）、レ・フレール（ピアノ・デュオ）、前橋汀⼦（ヴァイオリン）
■放送予定⽇時：2014年3⽉25⽇（⽕）13:20〜13:55
＜出演＞
⻄本智実（指揮）、⼤⼭亜紀⼦（ソプラノ）、⼭下牧⼦（メゾソプラノ）、東京フィルハーモニー交響楽団
（管弦楽）、全員によるフィナーレ

2014 3⽉30⽇ ドキュメンタリー番組 BSジャパン
ドキュメンタリー番組が放送される予定です。
■放送⽇時：2014年3⽉30⽇（⽇）17:00〜17:30予定
■放送局：BSジャパン

2014 4⽉7⽇
SMAP×SMAP 春の超拡⼤！ 超盛りだくさん

SPECIAL！！！
フジテレビ

SMAP×SMAP 春の超拡⼤！ 超盛りだくさんSPECIAL！！！
スマ進ハイスクール春の特別課外授業！
“クラシックの聖地”サントリーホールで、オーケストラの指揮に挑戦SP！に特別講師として出演します。
イルミナートフィルも出演します。
■番組名：SMAP×SMAP 春の超拡⼤！ 超盛りだくさんSPECIAL！！！
■放送予定⽇：2014年4⽉7⽇（⽉）21:00〜
■放送局：フジテレビ
■番組HP：http://www.fujitv.co.jp/smapsmap/index.html

2014 6⽉10⽇
NHK（AM）ラジオ第⼀

「夏⽊マリ・丈夫も芸のうち」
NHK（AM）ラジオ第⼀

NHK（AM）ラジオ第⼀『夏⽊マリ・丈夫も芸のうち』に出演致します。
■放送予定：2014年6⽉10⽇（⽕）20:05〜20:55放送予定
■放送局：NHK（AM）ラジオ第⼀
■番組名：夏⽊マリ・丈夫も芸のうち

2014 6⽉28⽇ テレビ朝⽇「夏⽬と右腕」 テレビ朝⽇

テレビ朝⽇「夏⽬と右腕」出演予定です。
■放送予定⽇：2014年6⽉29⽇（⽇）1:15〜1:55
■放送局：テレビ朝⽇
■番組URL：http://www.tv-asahi.co.jp/migiude/
※放送は関東ローカルです。
「茨城、栃⽊、群⾺、埼⽟、千葉 、東京、神奈川」の１都６県エリア中⼼。
⼭梨や静岡のごく⼀部で電波が届いたり、またエリア内でも難視聴地域があります。

2014 7⽉6⽇ MBSラジオ「三枝輝⾏の商い勘所」 MBSラジオ

MBSラジオ「三枝輝⾏の商い勘所」に出演致します。
■放送予定⽇時：2014年6⽉22⽇（⽇）9:30〜 6⽉29⽇（⽇）9:30〜 7⽉6⽇（⽇）9:30〜
■番組名：三枝輝⾏の商い勘所
■放送局：MBSラジオ
■番組URL：http://www.mbs1179.com/sae/

2014 8⽉17⽇ J-WAVE「SMILE ON SUNDAY」 J-WAVE
J-WAVE「SMILE ON SUNDAY」に出演予定です。
■放送予定⽇時：2014年8⽉17⽇（⽇）9:00-13:00 ※10:00-10:30頃出演予定
■番組URL：http://www.j-wave.co.jp/original/smileonsunday/

2014 8⽉22⽇ TOKYO FM「EVENT 80 Navi」 TOKYO FM

五⽊ひろしさんとゲスト出演致します。
■放送⽇時：8⽉22⽇（⾦）19:00〜19:25
■番組名：TOKYO FM「EVENT 80 Navi」
■番組HP：http://www.tfm.co.jp/timetable/?date=20140822

2014 8⽉24⽇ フジテレビ「ワンダフルライフ」 フジテレビ

フジテレビ「ワンダフルライフ」
ゲスト：滝川クリステルさんの回に友⼈として出演予定です。
■放送⽇時：2014年8⽉24⽇（⽇）21:00〜
■番組名：フジテレビ「ワンダフルライフ」
■番組HP：http://www.fujitv.co.jp/wonderful-life/

2014 9⽉2⽇
TOKYO FM&JFN36局ネット

「BIG SPECIAL」Age Free Music〜⼤⼈の⾳楽
TOKYO FM & JFN36局

ネット

TOKYO FM&JFN36局ネット「BIG SPECIAL」Age Free Music〜⼤⼈の⾳楽 にゲスト出演致します。
■放送⽇時：9⽉2⽇（⽕）26:00〜
■番組名：「BIG SPECIAL」Age Free Music〜⼤⼈の⾳楽
■放送局：TOKYO FM & JFN36局ネット
■番組HP：http://www.jfn.jp/RadioShows/big

2014 9⽉15⽇
J-WAVE HOLIDAY SPECIAL DAIWA SHOKEN

GROUP Presents
「WOMEN ON THE GO」

J-WAVE

J-WAVE HOLIDAY SPECIAL  DAIWA SHOKEN GROUP Presents「WOMEN ON THE GO」に出演予
定です。
■放送⽇時：2014年9⽉15⽇（⽉・祝）9:00〜17:55 ※12時台に出演予定
■番組HP：http://www.j-wave.co.jp/holiday/20140915/

2014 9⽉21⽇ 「ソロモン流」 テレビ東京

「〜五⽊ひろし 50th anniversary〜 ⻄本智実&五⽊ひろしスペシャルコンサート」の様⼦が紹介されま
す。
■番組名：「ソロモン流」
■放送予定⽇時：9/21（⽇）21:54〜
■放送局：テレビ東京
■番組HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/solomon/

2014 10⽉11⽇
〜五⽊ひろし 50th anniversary〜

⻄本智実&五⽊ひろしスペシャルコンサート
BSスカパー

「〜五⽊ひろし 50th anniversary〜 ⻄本智実&五⽊ひろしスペシャルコンサート」が放送されます。
■放送⽇時：10/11（⼟）21:00〜22:40、10/19（⽇）18:00〜19:40
■放送局：BSスカパー
■番組HP：
http://bangumi.skyperfectv.co.jp/e2/?uid=i6613344&backUrl=%2Fe2%2Fquery%3A%25E4%25BA
%2594%25E6%259C%25A8%25E3%2581%



2014 10⽉23⽇ イブニング⻑崎（NHK総合） NHK総合

「イブニング⻑崎」（NHK総合）でインタビューの様⼦が放送されます。
■番組名：イブニング⻑崎
■放送局：NHK総合
■放送予定⽇時：10⽉23⽇（⽊）18:20〜19:00
※尚、放送は台⾵等のため変更になる可能性もありますのでご了承ください。
【再放送予定】
■10⽉27⽇（⽉）午後6:20〜7:00
 九州・沖縄内放送局の⼣⽅のニュース（各放送局ごとの放送になります）
■10⽉28⽇（⽕）午前7:51〜8:00
 「おはよう九州沖縄」
23⽇の放送は⻑崎県内だけでしたが、次回は九州・沖縄地⽅での放送となります。

2014 10⽉24⽇ ローマ教皇代理ミサ ヴァチカンTV放送 ヴァチカンTV放送で世界約30ヶ国に同時中継されました。

2014 11⽉14⽇
TOKYO MIDTOWN presents
THE LIFESTYLE MUSEUM

TOKYO FM

TOKYO MIDTOWN presents 「THE LIFESTYLE MUSEUM」に出演致します。
■放送予定⽇時：2014年11⽉14⽇（⾦）18:30〜19:00
■番組名：TOKYO MIDTOWN presents 「THE LIFESTYLE MUSEUM」
■放送局：TOKYO FM
■番組HP：http://www.tfm.co.jp/podcasts/museum/

2014 11⽉16⽇ TOKYO FM サンデースペシャル TOKYO FM

TOKYO FM サンデースペシャル「夢の第九コンサート2014、指揮者・⻄本智実5年⽬の挑戦」に出演致し
ます。
■放送⽇時：11⽉16⽇（⽇）19:00〜19:55
■番組名：サンデースペシャル「夢の第九コンサート2014、指揮者・⻄本智実5年⽬の挑戦」
■放送局：TOKYO FM
■夢の第九コンサート詳細：http://www.tfm.co.jp/daiku/index.html

2014 12⽉5⽇ CBC「ゴゴスマ」 CBC（中部⽇本放送）

CBC「ゴゴスマ」に出演します。
■放送予定⽇時：2014年12⽉5⽇（⾦）13:55〜15:50（15:45頃から出演予定です。）
■放送局：CBC（中部⽇本放送）
■番組HP：http://hicbc.com/tv/gogosmile/

2014 12⽉6⽇ かんさい⼟曜ほっとタイム
NHKラジオ第⼀放送（全

国）

「かんさい⼟曜ほっとタイム」の「ほっと⼈物ファイル」に出演予定です。
■放送予定⽇時：12⽉6⽇（⼟）13:05〜15:55（14時台）
■放送ラジオ局：NHKラジオ第⼀放送（全国）
■番組HP：http://www.nhk.or.jp/kansaihot/

2014 12⽉27⽇ 夢の第九コンサート2014 supported by SUZUKI
TOKYO FM、JFN系列全

国ネット

12⽉15⽇に⾏われる夢の第九コンサートの模様（おもに第 ４楽章）が放送されます。
■放送予定⽇時：2014年12⽉27⽇（⼟）22時〜22時55分
■番組名：夢の第九コンサート2014 supported by SUZUKI
■放送局：TOKYO FM、JFN系列全国ネット

2015 1⽉10⽇ ⼟曜ワイド 広瀬隆のラジオでいこう CBCラジオ

CBCラジオ「⼟曜ワイド 広瀬隆のラジオでいこう」（7:00〜11:39放送）に出演予定です。

■放送局：CBCラジオ
■放送予定⽇：2015年1⽉10⽇（⼟）、17⽇（⼟）
■番組HP：http://hicbc.com/radio/hirose/

※変更になる場合もございます。

2015 1⽉23⽇ エフエム岩⼿「スタジオ さくらーと」 エフエム岩⼿

エフエム岩⼿「スタジオ さくらーと」番組内にて、3⽉1⽇北上市さくらホールでの「ロメオとジュリエッ
タ」公演についてのインタビューが紹介される予定です。

■放送予定⽇時：2015年1⽉23⽇（⾦）19:30〜19:55
■エフエム岩⼿HP：http://www.fmii.co.jp/timetable/

2015 2⽉18⽇
ヴァチカン美術館公認映画「ヴァチカン美術館４K/

３D天国への⼊り⼝」
テレビ東京

ヴァチカン美術館公認映画「ヴァチカン美術館4K／3D 天国への⼊⼝」試写会後のコメントと共に映画が紹
介されます。

■放送局：テレビ東京
■番組名：なないろ⽇和
■放送時間：9:28〜11:13 ※エンタメ情報は10:50頃
■放送⽇：2/27（⾦）、3/3（⽕）、3/6（⾦）

映画の本編素材、試写会後のインタビュー等をメインに、ダイジェスト特集が放送予定です。

■放送局：テレビ東京
■番組名：Eネ！
■放送⽇時：2/28（⼟）5:45〜、3/7（⼟）5:45〜 約15分

2015 4⽉14⽇
⻄本智実 イルミナートフィルハーモニーオーケスト

ラ
オーチャードホール第2回定期演奏会

TV東京

「⻄本智実 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ オーチャードホール第2回定期演奏会」につい
て下記番組で告知予定です。

■テレビ局：TV東京
■⽇時：4⽉15⽇（⽔）、4⽉16⽇（⽊）9:28〜のなないろ⽇和！
    4⽉17⽇（⾦）9:28〜の７スタライブ
    ※1分弱の告知のみ

2015 4⽉21⽇
⻄本智実プロデュース オペラin南座 〜オペラ

「蝶々夫⼈」全幕上演〜
NHK京都放送局

「⻄本智実プロデュース オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫 ⼈」全幕上演〜」で祇園甲部の芸妓さんたち
に振付をした井上⼋千代さんのインタビューが放送されます。都をどり等が主な内容となる約6分のインタ
ビュー後半に少しだけ、南座公演に触れられる予定です。

■放送予定⽇時：4⽉21⽇（⽕）、4⽉28⽇（⽕）18:30〜
■放送局：NHK京都放送局「京いちにちニュース630」内

2015 5⽉2⽇ 「Eネ！」 テレビ東京

新国⽴劇場イルミナート「⽩⿃の湖」公演についてのインタビューが放送予定です。

■放送予定⽇：5⽉2⽇（⼟）5:45〜6:00、5⽉9⽇（⼟）5:45〜6:00
■放送局：テレビ東京 ※関東ローカル
■番組名：「Eネ！」



2015 5⽉8⽇ 「こんちわコンちゃん」 MBSラジオ

MBSラジオ「こんちわコンちゃん」に出演予定です。

■放送⽇時：5/8(⾦) 12:30〜13:00予定
■放送局：MBSラジオ
■番組名：「こんちわコンちゃん」

2015 5⽉17⽇ コシノジュンコMASACA TBSラジオ

2015年5⽉17⽇（⽇）、 24⽇（⽇）TBSラジオ（954kHz）「コシノジュンコ MASACA」にゲストとし
て出演予定です。

■放送局：TBSラジオ（954kHz）
■放送⽇時：2015年5⽉17⽇（⽇）＆24⽇（⽇）午後5時〜5時30分
■番組名：コシノジュンコ MASACA
■出演者：コシノジュンコ / 出⽔⿇⾐
■番組HP：http://www.tbs.co.jp/radio/masaca/

2015 5⽉23⽇ Eネ！ テレビ東京

イルミナート「⽩⿃の湖」新国⽴劇場公演が紹介がされる予定です。

■放送局：テレビ東京（※関東ローカル）
■放送⽇：5⽉23⽇（⼟）
■放送時間：5:45〜6:00
■番組名：「Eネ！」

2015 5⽉23⽇ ⼀夜づけ テレビ東京

イルミナート「⽩⿃の湖」新国⽴劇場公演が紹介がされる予定です。

■放送局：テレビ東京（※関東ローカル）
■放送⽇時：5⽉23⽇（⼟）26:40〜26:50、30⽇（⼟）26:10〜26:20（予定）
■番組名：「⼀夜づけ」

2015 5⽉24⽇ ⻄本智実 新たなる扉 〜世界に架ける⾳楽の橋〜 BSジャパン

2015年5⽉24⽇、BSジャパンで「⻄本智実 新たなる扉 〜世界に架ける⾳楽の橋〜」が放送されます。

■放送局：BSジャパン
■放送⽇：2015年5⽉24⽇（⽇）16:00〜17:30
■番組名：「⻄本智実 新たなる扉 〜世界に架ける⾳楽の橋〜」

2015 5⽉25⽇ なないろ⽇和！ テレビ東京

番組内でイルミナート「⽩⿃の湖」新国⽴劇場公演が1分程度告知される予定です。

■放送局：テレビ東京（※関東ローカル）
■放送⽇時：5⽉25⽇（⽉）〜 28⽇（⽊） 9:28〜11:13
■番組名：「なないろ⽇和！」

2015 5⽉29⽇ 7スタライブ テレビ東京

番組内で イルミナート「⽩⿃の湖」新国⽴劇場公演が1分40秒程度告知される予定です。

■放送局：テレビ東京（※関東ローカル）
■放送⽇時：5⽉29⽇（⾦）9:28〜11:13
■番組名：「7スタライブ」

2015 6⽉7⽇ ⽇本政府の海外向けTVコマーシャル BBC,CNN,Youtube

⽇本政府が海外に向けて⽇本国を広報するTVコマーシャルに出演しています。
G7に向けて下記放送局にてヨーロッパ全⼟に放送中です。

■BBC EUROPE
■CNN International Europe Middle East Africa

■⽇本政府の海外向けTVコマーシャルの映像は下記にてご覧頂けます。
https://t.co/gjnwsGysIC

2015 8⽉10⽇
MRT宮崎放送

ラジオ番組「GoGoワイド」
MRT宮崎包装

MRT宮崎放送・ラジオ番組「GoGoワイド」に出演致します。

■放送⽇時：2015年8⽉10⽇ 13:00台
■放送局：MRT宮崎放送
■ラジオ番組：GoGoワイド

2015 8⽉10⽇
TOSテレビ⼤分

「ゆ〜わくワイド＆NEWS」
TOSテレビ⼤分

TOSテレビ⼤分「ゆ〜わくワイド＆NEWS」に出演致します。

■放送⽇時：2015年8⽉10⽇（⽉）18:00台
■放送局：TOSテレビ⼤分
■番組名：ゆ〜わくワイド＆NEWS

2015 8⽉11⽇ KAB熊本「くまぱわ」 KAB熊本

KAB熊本「くまぱわ」に出演予定です。

■放送⽇時：2015年8⽉11⽇（⽕）16:00〜
■放送局：KAB熊本
■番組名：くまぱわ
■KAB熊本番組HP：http://www.kab.co.jp/kumapawa/

2015 8⽉22⽇

積⽔ハウスプレゼンツ
稀代の指揮者 ⻄本智実 & イルミナー ト 新たなる芸

術の舞台ヘ
〜「⽩⿃の湖」全4幕に挑む〜

テレビ東京

2015年8⽉22、テレビ東京にて「積⽔ハウスプレゼンツ 稀代の指揮者 ⻄本智実&イルミナー ト 新たなる
芸術の舞台ヘ 〜「⽩⿃の湖」全4幕に挑む〜」が放送されます。

■放送予定⽇時：2015年8⽉22⽇ 午後４時〜
■放送局：テレビ東京系列６局ネット（テレビ東京、テレビ北海道、テレビ愛知、テレビ⼤阪、テレビ瀬⼾
内、テレビ九州）
■番組名：
積⽔ハウスプレゼンツ
稀代の指揮者 ⻄本智実&イルミナー ト 新たなる芸術の舞台ヘ
〜「⽩⿃の湖」全4幕に挑む〜
■テレビ東京HP：
http://www.tv-tokyo.co.jp/smp/program/detail/23673_201508221600.html



2015 9⽉27⽇
積⽔ハウスpresents ⻄本智実の「⽩⿃の湖」
イルミナートフィル＆バレエ総合芸術の地平へ

BSジャパン

世界の舞台で輝きを放つ指揮者・⻄本智実。そして⻄本が芸術監督を務めるイルミナー ト。
⻄洋⽂化であるクラシック⾳楽の枠を超え、新しい総合芸術の創出に情熱を傾ける彼らに密着取材。

ベトナムの伝統⾳楽とクラシックとの融合、南⽶での和太⿎を取り⼊れたコンサート、そして⻄本の今年最
⼤の挑戦が指揮のみならず演出まで⼿掛けるクラシックバレエの⾦字塔「⽩⿃の湖」。幼き⽇の⻄本が初め
て⼼奪われた思い出深いこの作品。⻄本とダンサーやスタッフの公演⽇ までの挑戦と苦悩の舞台裏を番組
で紹介。

指揮者 ⻄本智実とダンサーたちが挑んだ新しい芸術とは、どんな舞台なのか？

■放送⽇時：2015年9⽉27⽇（⽇）16:00-16:54放送
■放送局：BSジャパン

2015 9⽉30⽇ 稀代の指揮者 ⻄本智実＆イルミナートフィル テレビ⼤分
■放送局名：テレビ⼤分
■番組名：稀代の指揮者 ⻄本智実＆イルミナート フィル
■放送⽇時：9⽉30⽇（⽔）午前9時50分より（1時間）

2015 10⽉3⽇
NEWS「四銃⼠」

10⽉3⽇17:30〜 アニメ「⾦⽥⼀少年の事件簿R」主
題歌

読売テレビ・⽇本テレビ系

NEWS「四銃⼠」
10⽉3⽇17:30〜アニメ「⾦⽥⼀少年の事件簿R」主題歌。
読売テレビ・⽇本テレビ系

作詞：Satomi 作曲： S.ラフマニノフ／⻄本智実
編曲：⻄本智実／倉内達⽮ 指揮：⻄本智実
演奏：イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

2015 10⽉11⽇ 泉涌寺⾳舞台（2015年9⽉12⽇） MBS・TBS系全国ネット

MBS・TBS系全国ネット放送「泉涌寺⾳舞台（2015年9⽉12⽇）」の模様が放送されます。

■放送⽇：2015年10⽉11⽇（⽇）
■放送時間：深夜0:30〜深夜1:24
■放送局：MBS・TBS系全国ネット放送
■MBSホームページ：http://www.mbs.jp/oto/

2015 10⽉27⽇ ⽂化放送「KちゃんNEWS」 ⽂化放送

⽂化放送「KちゃんNEWS」で、NEWS新曲「四銃⼠」初フルオンエアされます。

■放送⽇時：2015年10⽉27⽇（⽕）24:00〜24:30
■番組名：⽂化放送「KちゃんNEWS」

■作詞：Satomi
■作曲：S・ラフマニノフ／⻄本智実
■編曲：⻄本智実／倉内達⽮
■指揮：⻄本智実
■演奏：イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

■ジャニーズ・エンタテイメントHP
http://www.jehp.jp/

■番組HP
http://www.joqr.co.jp/reco/programs/knews.html

2015 11⽉11⽇
⻄本智実指揮・総編曲、演奏イルミナートフィル

NEWS「四銃⼠」Music Clip
⽇本テレビ系・TBS系・

フジテレビ系

⻄本智実指揮・総編曲、演奏イルミナートフィル NEWS「四銃⼠」Music Clipが（11⽉11⽇）の情報番組
にて初オンエア予定。都合により、放送時間、放送内容の変更が⽣じる可能性があります。

■放送予定番組
・⽇本テレビ系「ZIP!」
・TBS系「はやドキ！」
・フジテレビ系「めざましテレビ」

2015 11⽉28⽇ フジテレビ「ミュージックフェア」 フジテレビ

フジテレビ ミュージックフェアに出演致します。

■放送⽇時：2015年11⽉28⽇（⼟）18:00〜18:30
■曲⽬：NEWS「四銃⼠」
■指揮：⻄本智実
■演奏：イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
■番組HP：http://www.fujitv.co.jp/MUSICFAIR/

2015 12⽉23⽇
世界遺産スペシャル

『滝川クリステルがせまる⻑崎教会群 秘められた真
実…』

テレビ東京系列6局

■番組名：世界遺産スペシャル 『滝川クリステルがせまる⻑崎教会群 秘められた真実…』
■放送予定⽇：12⽉23⽇（⽔・祝）
■放送予定時刻：10:05〜11:00 ※TVQのみ10:00〜
■放送局：
 テレビ東京系列6局
 テレビ⼤阪
 テレビ愛知
 テレビせとうち
 テレビ北海道
 TVQ九州放送

■番組宣伝のため、六本⽊の街頭ビジョンにテレビ⽤番宣映像が流れます。
CHINTAI六本⽊ビジョン（港区六本⽊5-1-1）
12⽉19⽇から22⽇
15秒番宣素材

2015 12⽉28⽇ 泉涌寺⾳舞台 ⾵姿編 MBS（関⻄ローカル）
■放送⽇時：2015年12⽉28⽇（⽉）27:11〜27:50（29⽇早朝3:11〜です。）
■タイトル：泉涌寺⾳舞台 ⾵姿編
■放送局：MBS（関⻄ローカル）

2016 1⽉2⽇ 奇跡のレッスン 正⽉スペシャル NHK BS1

「奇跡のレッスン 正⽉スペシャル」に出演致します。

■番組名：奇跡のレッスン 正⽉スペシャル
■放送⽇時：2016年1⽉2⽇（⼟）19:00〜20:50
■放送局：NHK BS1
■番組HP：https://t.co/RJ4nklgm9E



2016 3⽉28⽇ MBSラジオ「こんちわコンちゃんお昼ですよ！」 MBSラジオ

ラジオ番組に出演致します。

■⽇時：2016年3⽉28⽇（⽉）
■放送局：MBSラジオ
■番組名：こんちわコンちゃんお昼ですよ！
■番組HP：http://www.mbs1179.com/kon/ <https://t.co/DQkm5IvwQG>

2016 5⽉11⽇

積⽔ハウス Presents 芸術監督・演出・指揮 ⻄本智
実

チャイコフスキー作曲 幻想物語 バレエ「くるみ割り
⼈形」全2幕

TV CM

積⽔ハウス Presents 芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実
チャイコフスキー作曲 幻想物語 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕

公演のテレビCMが放送されています。

https://youtu.be/M3fgjnZCcfc

2016 5⽉23⽇
G7伊勢志摩サミット2016

CM出演
ヨーロッパ、アメリカの各

メディア

前回のG７サミットに引き続き、今回のG7伊勢志摩サミット2016でも⽇本政府が海外へ⽇本国を広報する
CMに出演。

■URL：
https://t.co/wBhzkYAqfq

■放映国：
ヨーロッパ、アメリカで放映

2016 6⽉4⽇
指揮者 ⻄本智実が挑む！

〜 新しい「くるみ割り⼈形」の誕⽣ 〜
テレビ東京

テレビ東京「指揮者 ⻄本智実が挑む！ 〜 新しい「くるみ割り⼈形」の誕⽣ 〜」が放送されます。

■放送⽇時：6⽉4⽇（⼟）午後4時55分〜5時15分
■放送局：テレビ東京

2016 6⽉11⽇
Eネ！

【⻄本智実芸術監督・演出・指揮 バレエ「くるみ割
り⼈形」全2幕】

テレビ東京

Eネ！【⻄本智実芸術監督・演出・指揮 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕】が放送されます。

■放送⽇時：2016年6⽉11⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分
■放送局：テレビ東京
■番組HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/19458_201606110545.html

2016 6⽉19⽇
「ROCK ENTERTAIMENT ⾼⾒沢俊彦のロックば

ん」
TBSラジオ

「ROCK ENTERTAIMENT ⾼⾒沢俊彦のロックばん」に出演します。

■放送⽇時：2016年6⽉19⽇（⽇） 24:30〜25:00
■ラジオ局：TBSラジオ
■Website：http://www.tbsradio.jp/rockban/

下記でも放送予定です。

18⽇（⼟）：
北陸放送 19:30 〜 20:00
⼭梨放送 22:30 〜 23:00
19⽇（⽇）：
⾼知放送 22:30 〜 23:00
南海放送 23:00 〜 23:30
ＣＢＣ 23:30 〜 24:00
ＴＢＳ 24:30 〜 25:00
ＳＢＳ 24:30 〜 25:00
20⽇（⽉）：
⼭陰放送 23:30 〜 24:00
22⽇（⽔）：
ＲＳＫ 23:00 〜 23:30
23⽇（⽊）：
熊本放送 23:00 〜 23:30

2016 6⽉19⽇
指揮者 ⻄本智実が挑む！

〜新しい「くるみ割り⼈形」の誕⽣〜
BSジャパン

「指揮者 ⻄本智実が挑む！ 〜新しい「くるみ割り⼈形」の誕⽣〜 」が放送されます。

■放送⽇時：2016年6⽉19⽇（⽇）午後5時15分〜5時30分
■放送局：BSジャパン
■BSジャパン・番組表：http://www.bs-j.co.jp/program/detail/24141_201606191715.html

＜再放送＞
■放送⽇時：2016年7⽉10⽇（⽇）午後5時15分〜5時30分
■放送局：BSジャパン

2016 7⽉22⽇ ⼀夜づけ テレビ東京

芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕が紹介されます。

■番組名：⼀夜づけ
■放送局：テレビ東京
■放送⽇時：
 2016年7⽉22⽇（⾦）27:00〜27:15
■テレビ東京HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/20245_201607222700.html
■特別講師：
 マリー役：⼩⽥綾⾹
 くるみ割り⼈形役：グリゴリー・バリノフ



2016 7⽉27⽇ ⼀夜づけ テレビ東京

『積⽔ハウスPresents 芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕』が紹介され
ます。

■番組名：⼀夜づけ
■放送局：テレビ東京
■放送⽇時：
 7⽉27⽇（⽔）27:05〜27:20
 7⽉28⽇（⽊）27:35〜27:50
 7⽉29⽇（⾦）27:00〜27:15
■テレビ東京HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/index/timetable/index_after.html
■特別講師
 マリー役：⼩⽥綾⾹
 くるみ割り⼈形役：グリコリー・バリノフ（7⽉28⽇、7⽉29⽇）

2016 7⽉30⽇
積⽔ハウスPresents

指揮者・⻄本智実が魅せるもう⼀つの世界
〜バレエ「くるみ割り⼈形」時を超えたメッセージ〜

テレビ東京

『積⽔ハウスPresents 指揮者・⻄本智実が魅せるもう⼀つの世界 〜バレエ「くるみ割り⼈形」時を超
えたメッセージ〜』が放送されます。

■放送⽇時：2016年7⽉30⽇（⼟）午後4時〜午後4時55分
■放送局：テレビ東京系列6局ネット
■テレビ東京（番組表）：http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/23673_201607301600.html
■テレビ東京：http://www.tv-tokyo.co.jp/nishimoto_nutcracker/

2016 8⽉16⽇
積⽔ハウスPresents

芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実
バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕

テレビ東京

『積⽔ハウスPresents 芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕』が紹介され
ます。

■放送⽇時：
2016年8⽉16⽇（⽕）27:15〜27:30
2016年8⽉17⽇（⽔）27:15〜27:30
2016年8⽉20⽇（⼟）27:05〜27:15

■テレビ東京・番組表
http://www.tv-tokyo.co.jp/index/timetable/

2016 9⽉17⽇
積⽔ハウスプレゼンツ ⻄本智実が魅せるバレエ「く

るみ割り⼈形」
〜 200年の時を超えた物語 〜

BSジャパン

『積⽔ハウスプレゼンツ ⻄本智実が魅せるバレエ「くるみ割り⼈形」〜 200年の時を超えた物語 〜』が
放送されます。

■放送⽇時： 2016年9⽉17⽇(⼟）16:00〜16:54
■放送局：BSジャパン

2016 9⽉19⽇

⽟置浩⼆×⻄本智実
Billboard Classics KOJI TAMAKI PREMIUM

SYMPHONIC CONCERT
- 21st CENTURY RENAISSANCE - 特別公演

テレビ東京系列全国6局
ネット

2016年7⽉29⽇に開催された下記公演の様⼦も紹介されます。
「⽟置浩⼆×⻄本智実 Billboard Classics KOJI TAMAKI PREMIUM SYMPHONIC CONCERT -
21st CENTURY RENAISSANCE - 特別公演」

■番組名：「⽟置浩⼆ ⾳楽への飽くなき情熱」
■放送⽇時：2016年9⽉19⽇（⽉・祝）午前10時05分〜11時（55分番組）
■放送局：テレビ愛知制作、テレビ東京系列全国6局ネット（テレビ北海道・テレビ東京・テレビ愛知・テ
レビ⼤阪・テレビせとうち・ＴＶＱ九州放送）

2016 10⽉12⽇ ラジオ関⻄「時間です！林編集⻑」 ラジオ関⻄

ラジオ関⻄「時間です！林編集⻑」 に出演致します。

■放送⽇時：2016年10⽉12⽇（⽔）15:15頃〜（予定）
■放送局：ラジオ関⻄
■ラジオ関⻄HP：http://jocr.jp/hayashi/

2016 10⽉17⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

くまもと県⺠テレビ

「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」の様⼦がく
まもと県⺠テレビで取り上げられる予定です。

■放送⽇時：2016年10⽉17⽇（⽉）18:15〜放送予定
■放送局：くまもと県⺠テレビ
■URL：http://www.kkt.jp/index.html

2016 10⽉17⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

KAB熊本朝⽇放送

「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」の様⼦が
KAB熊本朝⽇放送で取り上げられる予定です。

■放送⽇時：2016年10⽉17⽇（⽉）18:25〜 放送予定
■放送局：KAB熊本朝⽇放送
■URL：http://www.kab.co.jp/program/

2016 10⽉18⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

TKU（テレビ熊本）

「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」の様⼦がテ
レビ熊本（TKU）の番組「みんなのニュース」で取り上げられる予定です。

■放送⽇時：2016年10⽉18⽇（⽕） 番組内・熊本のニュース 6:14〜放送予定
■放送局：TKU（テレビ熊本）
■番組URL：http://www.tku.co.jp/web/pgm_info/minnanonews

2016 10⽉20⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース

「座オペラ」in⼤阪松⽵座〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕
上演〜

テレビ⼤阪

『⼤和証券グループ Presents ⻄本智実プロデュース「座オペラ」in⼤阪松⽵座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全
幕上演〜』に関するインタビューが放送されます。

■放送局：テレビ⼤阪「ニュースリアル」
■放送予定⽇時：2016年10⽉20⽇（⽊）17:13〜
■番組サイト：http://www.tv-osaka.co.jp/newsreal/news/

2016 11⽉12⽇ ⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団
イスラエル FM局 Kol Ha

Musica

「⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団」の公演がLIVE放送されます。

■放送⽇時：2016年11⽉12⽇（⾦）20:05〜（イスラエル時間）※⽇本時間11⽉13⽇（⽇）3:05〜
■放送局：イスラエル FM局 Kol Ha Musica

2016 11⽉16⽇ ローマ教皇代理ミサ ヴァチカンTV放送 「ローマ教皇代理ミサ」がヴァチカンTV放送により世界約35カ国に放送されました。

2016 11⽉23⽇ ⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団 NHK総合

イスラエルでのエルサレム交響楽団公演についてニュースで取り上げられます。

■放送⽇：2016年11⽉23⽇（⽔）予定
■放送局：NHK総合「おはよう⽇本」（午前4:30〜午前8:00）朝７時台予定



2016 11⽉28⽇ ⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団 NHK BS1

⻄本智実指揮エルサレム交響楽団の公演について取り上げれれる予定です。

■放送⽇：11⽉28⽇（⽉）
■番組：NHK BS1「国際報道2016」（22:00〜22:54）
■URL：http://www6.nhk.or.jp/kokusaihoudou/bs22/

2016 12⽉3⽇
国東市合併10周年記念イベント

⻄本智実＆イルミナートフィルハーモニーオーケスト
ラ

国東市ケーブルテレビ

2016年10⽉15⽇「国東市合併10周年記念イベント ⻄本智実＆イルミナートフィルハーモニーオーケスト
ラ」コンサートの模様が紹介されます。

■テレビ局：国東市ケーブルテレビ
■番組名：「くにさき情報レストラン１」くにさきリポートのコーナー
■⽇時：初回放送 12⽉3⽇(⼟) 8時 O.A.
    放送時刻は、8時・12時・20時・深夜0時です。
    放送期間は12⽉16⽇（⾦）まで。
    (12⽉5⽇、7⽇、8⽇、12⽇を除く)
■Web： http://www.city.kunisaki.oita.jp/site/catv/genzaihousoutyuunobanngumi1126.html

2016 12⽉31⽇
積⽔ハウスPresents

世界を駆ける指揮者 ⻄本智実2016「8ヶ国に響く美
しきシンフォニー」

BSジャパン

ドキュメンタリー番組が放送されます。

■放送局：BSジャパン
■放送⽇時：2016年12⽉31⽇（⼟）午後1時00分〜午後1時54分

積⽔ハウスPresents
世界を駆ける指揮者 ⻄本智実2016
8ヶ国に響く美しきシンフォニー

http://www.bs-j.co.jp/program/detail/23133_201612311300.html

2017 2⽉24⽇
クラシックとロックの競演

⻄本智実✖ ⾼⾒沢俊彦 ⼤阪公演直前スペシャル！
テレビ⼤阪

⾳楽界に、⼤きな話題を提供しているクラシックと、ロックの進化した競演。

世界的指揮者 ⻄本智実とTHE ALFEE のギタリストとして⽇本のロックシーンを牽引している⾼⾒沢俊彦
との⾰新的な舞台に、⾼⾒沢のダイナミックなギターサウンドに⻄本指揮のオーケストラの華麗な響きが降
り注ぎ、クラシックとロックのさらに深化したサウンドが実現します。

昨年、東京で⼤成功をおさめ、さらなる進化をとげて、来る３⽉１１⽇、１２⽇に⼤阪初登場となります。
（会場：フェスティバルホール）

今回、先⽇２⽉１１⽇、１２⽇に東京で⾏われたコンサートの模様や、⼆⼈の特別インタビューを交えて、
⼤阪公演直前スペシャルと題し、濃縮した３０分のプログラムをお届けします。

⼤阪公演が２倍楽しみしなること請け合いの⾳楽ファン必⾒の番組です。

■放送局：テレビ⼤阪
■番組URL：http://cdn.tv-osaka.co.jp/onair/detail/2017/02/24/15/00/

2017 4⽉6⽇ BSジャパン「ミステリアス・ジャパン」 BSジャパン

TV番組「ミステリアス・ジャパン」が4⽉以降、放送曜⽇・時間が変更になります。

■番組名：Mysterious Japan ミステリアス・ジャパン
■放送局：BSジャパン
■放送⽇時：2017年4⽉6⽇〜 毎週⽊曜⽇17:29〜17:59
■ナビゲーター：⻄本智実
■番組HP：http://www.bs-j.co.jp/program/detail/24030_201604031030.html

テーマ曲／オープニング、エンディング、番組中⾳楽
■指揮：⻄本智実
■演奏：イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

2017 4⽉15⽇
ＮＨＫラジオ第１「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第１

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

■初回放送⽇時：4⽉15⽇（⼟）午前6時40分頃〜
■ホームページ：放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
 http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/
■コンセプト：
 各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
 さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2017 4⽉15⽇
ＮＨＫラジオ第２「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第１

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

■初回放送⽇時：4⽉15⽇（⼟）午前6時40分頃〜
＜放送予定＞
2017年4⽉15⽇（⼟）、7⽉22⽇（⼟）、10⽉28⽇（⼟）
2018年2⽉3⽇（⼟）（予定）

＜ホームページ＞
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

＜コンセプト＞
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2017 5⽉7⽇ TS ONE『PRIME CONCERT』 TOKYO SMARTCAST

⻄本智実×エルサレム交響楽団 ⽇本ツアー2016年12⽉4⽇⼤阪公演より「マーラー/交響曲第5番」が放送
されます。

■放送⽇時：5⽉7⽇（⽇）18:30〜
■番組詳細：http://tsone.tokyosmart.jp/



2017 5⽉7⽇
bayfm 78.0MHz

「Music Insurance〜⾳楽は⼼の保険〜」
bayfm 78.0MHz

bayfm 78.0MHz「Music Insurance〜⾳楽は⼼の保険〜」5⽉のマンスリーゲストとして出演します。

■出演⽇：5/7、5/14、5/21、5/28
■放送時間：毎週⽇曜⽇21:00〜21:55
■番組HP：http://web.bayfm.jp/ins/

2017 6⽉17⽇
積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実

プロコフィエフ作曲 バレエ「ロミオとジュリエッ
ト」全⼆幕（字幕付）

テレビ東京

積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 プロコフィエフ作曲 バレエ「ロミオとジュリエッ
ト」全⼆幕（字幕付）公演についての番組が放送されます。

■6⽉17⽇（⼟）「Eネ！」(朝5時45分〜)にて特集が放送されます。
URL：http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201706/19458_201706170545.html

■6⽉17⽇（⼟）「⼀夜づけ」(深夜3時05分〜)にて特集が放送されます。
URL：http://www.tv-tokyo.co.jp/ichiya/

2017 6⽉28⽇ テレビ朝⽇「⽩の美術館」 テレビ朝⽇

テレビ朝⽇「⽩の美術館」に出演いたします。

■⽇時：2017年6⽉28⽇（⽔）23:10〜23:15
■番組：テレビ朝⽇「⽩の美術館」
■Web：http://www.tv-asahi.co.jp/shirobi/

2017 7⽉1⽇
積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実

プロコフィエフ作曲 バレエ「ロミオとジュリエッ
ト」全⼆幕（字幕付）

テレビ東京

積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 プロコフィエフ作曲 バレエ「ロミオとジュリエット」全
⼆幕（字幕付）公演についての番組が放送されます。

■放送局：テレビ東京

＜放送番組 ＆ ⽇時＞

7⽉1⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分「Eネ！」
http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201707/19458_201707010545.html

7⽉1⽇（⼟）深夜3時05分〜3時15分「⼀夜づけ」
http://www.tv-tokyo.co.jp/ichiya/

2017 7⽉5⽇ テレビ朝⽇「⽩の美術館」 テレビ朝⽇

テレビ朝⽇「⽩の美術館」に出演いたします。

■⽇時：
2017年7⽉5⽇（⽔）23:10〜23:15
2017年7⽉17⽇（⽉）23:00〜23:30

■番組：テレビ朝⽇「⽩の美術館」

■Web：http://www.tv-asahi.co.jp/shirobi/

2017 7⽉17⽇
『指揮者 ⻄本智実が奏でる愛の物語 バレエ「ロミ

オとジュリエット」 』
テレビ東京

「積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 プロコフィエフ作曲 バレエ「ロミオとジュリエッ
ト」全⼆幕（字幕付）」公演についての番組が放送されます。

■放送⽇時：2017年7⽉17⽇（⽉・祝）あさ9時41分〜10時05分
■番組名：『指揮者 ⻄本智実が奏でる愛の物語 バレエ「ロミオとジュリエット」 』
■放送局：テレビ東京

2017 7⽉22⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第１

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

＜放送予定＞
2017年4⽉15⽇（⼟）、7⽉22⽇（⼟）、10⽉28⽇（⼟）
2018年2⽉3⽇（⼟）（予定）

＜ホームページ＞
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

＜コンセプト＞
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2017 8⽉2⽇ なないろ⽇和 テレビ東京

テレビ東京「なないろ⽇和」に出演します。

■放送⽇時：2017年8⽉2⽇（⽔）9:28〜11:13 ※10:00頃〜出演予定
■番組名：なないろ⽇和
■放送局：テレビ東京
■番組HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/nanairo/

※BSジャパンでも⼀部時間（10:01 - 10:57）については放送されます。
http://www.bs-j.co.jp/program/detail/201708/23169_201708021001.html

2017 8⽉19⽇
指揮者 ⻄本智実が愛の都 イタリア・ヴェローナへ

〜バレエ 「ロミオとジュリエット」〜
テレビ東京

■放送⽇時：8⽉19⽇⼟曜⽇ 午後4時〜
■放送局：テレビ東京
■番組名：指揮者 ⻄本智実が愛の都 イタリア・ヴェローナへ 〜バレエ 「ロミオとジュリエット」〜

2017 8⽉24⽇ とれたてワイド朝⽣ 北⽇本放送ラジオ

北⽇本放送ラジオ「とれたてワイド朝⽣」に⽣出演 します。

■放送⽇時：2017年8⽉24⽇ 11:20〜出演予定
■放送局：北⽇本放送ラジオ
■番組名： とれたてワイド朝⽣
■番組HP：http://www.knb.ne.jp/bangumi/asanama/



2017 8⽉30⽇ ⼀夜づけ
テレビ東京（関東ローカ

ル）

積⽔ハウスPresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 プロコフィエフ作曲 バレエ「ロミオロジュリエッ
ト」公演が紹介されます。

■放送局：テレビ東京（関東ローカル）
■番組名：⼀夜づけ
■放送⽇：
8/30（⽔）深夜3時5分〜3時20分（27:05〜27:20）
8/31（⽊）深夜3時35分〜3時50分（27:35〜27:50）
9/1（⾦）深夜3時〜3時15分（27:00〜27:15）
■番組HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/ichiya/

イルミナートフィルハーモニーオーケストラメンバーの中島⿇（今公演のコンサートマスター）が出演致し
ます。

2017 9⽉11⽇ TBSビビット TBS
TBS ビビット「密着ビビット」コーナーに出演します。

■⽇時：9⽉11⽇（⽉）9:00頃以降の予定。

2017 9⽉30⽇
積⽔ハウスｐresents 指揮者⻄本智実が贈る不朽の名

作
バレエ「ロミオとジュリエット」の全て

BSジャパン

「積⽔ハウスｐresents 指揮者⻄本智実が贈る不朽の名作 バレエ「ロミオとジュリエット」の全て」が放
送されます。

■放送⽇：2017年9⽉30⽇（⼟）16:00〜16:54
■放送局：BSジャパン

2017 10⽉14⽇ SWITCH インタビュー達⼈達 NHK Eテレ

⻄本智実指揮「ボレロ」で舞う井上⼋千代⽒に⿊柳徹⼦⽒が感動したエピソードが紹介予定です。

■番組名：SWITCH インタビュー達⼈達
■放送局：NHK Eテレ
■放送⽇：10⽉14⽇（⼟）22:00〜22:59
■再放送：10⽉21⽇（⼟）00:00〜00:59（⾦曜深夜）

http://www4.nhk.or.jp/switch-int/

2017 10⽉27⽇ Leading Women Japan CNN

CNN番組「Leading Women Japan」に出演いたします。

CNNが選んだ5⼈の⽇本⼈⼥性リーディング・ウーマン・ジャパン
Leading Women Japan

■放送⽇
10⽉27⽇（⾦）18:30-19:00
10⽉28⽇（⼟）21:00-21:30 ⼆カ国語放送再放送
10⽉29⽇（⽇）04:30-05:00 再放送
10⽉29⽇（⽇）09:30-10:00 ⼆カ国語放送再放送
10⽉30⽇（⽉）12:30-13:00 再放送
10⽉31⽇（⽕）18:30-19:00 ⼆カ国語放送再放送
11⽉1⽇（⽔）01:30-02:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）12:30-13:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）17:30-18:00 ⼆カ国語放送再放送

※緊急ニュースなどにより、番組が変更される場合があります。最新の番組情報についてはEPGでご覧く
ださい。

https://www2.jctv.co.jp/cnnj/introduction/?id=50

2017 10⽉28⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第１

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

＜放送予定＞
2017年4⽉15⽇（⼟）、7⽉22⽇（⼟）、10⽉28⽇（⼟）
2018年2⽉3⽇（⼟）（予定）

＜ホームページ＞
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

＜コンセプト＞
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2017 10⽉28⽇ Leading Women Japan ＜⼆カ国語放送再放送＞ CNN

CNN番組「Leading Women Japan」に出演いたします。

CNNが選んだ5⼈の⽇本⼈⼥性リーディング・ウーマン・ジャパン
Leading Women Japan

■放送⽇
10⽉27⽇（⾦）18:30-19:00
10⽉28⽇（⼟）21:00-21:30 ⼆カ国語放送再放送
10⽉29⽇（⽇）04:30-05:00 再放送
10⽉29⽇（⽇）09:30-10:00 ⼆カ国語放送再放送
10⽉30⽇（⽉）12:30-13:00 再放送
10⽉31⽇（⽕）18:30-19:00 ⼆カ国語放送再放送
11⽉1⽇（⽔）01:30-02:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）12:30-13:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）17:30-18:00 ⼆カ国語放送再放送

※緊急ニュースなどにより、番組が変更される場合があります。最新の番組情報についてはEPGでご覧く
ださい。

https://www2.jctv.co.jp/cnnj/introduction/?id=50



2017 10⽉29⽇
Leading Women Japan ＜再放送 & ⼆カ国語放送

再放送＞
CNN

CNN番組「Leading Women Japan」に出演いたします。

CNNが選んだ5⼈の⽇本⼈⼥性リーディング・ウーマン・ジャパン
Leading Women Japan

■放送⽇
10⽉27⽇（⾦）18:30-19:00
10⽉28⽇（⼟）21:00-21:30 ⼆カ国語放送再放送
10⽉29⽇（⽇）04:30-05:00 再放送
10⽉29⽇（⽇）09:30-10:00 ⼆カ国語放送再放送
10⽉30⽇（⽉）12:30-13:00 再放送
10⽉31⽇（⽕）18:30-19:00 ⼆カ国語放送再放送
11⽉1⽇（⽔）01:30-02:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）12:30-13:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）17:30-18:00 ⼆カ国語放送再放送

※緊急ニュースなどにより、番組が変更される場合があります。最新の番組情報についてはEPGでご覧く
ださい。

https://www2.jctv.co.jp/cnnj/introduction/?id=50

2017 10⽉30⽇ Leading Women Japan ＜再放送＞ CNN

CNN番組「Leading Women Japan」に出演いたします。

CNNが選んだ5⼈の⽇本⼈⼥性リーディング・ウーマン・ジャパン
Leading Women Japan

■放送⽇
10⽉27⽇（⾦）18:30-19:00
10⽉28⽇（⼟）21:00-21:30 ⼆カ国語放送再放送
10⽉29⽇（⽇）04:30-05:00 再放送
10⽉29⽇（⽇）09:30-10:00 ⼆カ国語放送再放送
10⽉30⽇（⽉）12:30-13:00 再放送
10⽉31⽇（⽕）18:30-19:00 ⼆カ国語放送再放送
11⽉1⽇（⽔）01:30-02:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）12:30-13:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）17:30-18:00 ⼆カ国語放送再放送

※緊急ニュースなどにより、番組が変更される場合があります。最新の番組情報についてはEPGでご覧く
ださい。

https://www2.jctv.co.jp/cnnj/introduction/?id=50

2017 10⽉31⽇ Leading Women Japan ＜⼆カ国語放送再放送＞ CNN

CNN番組「Leading Women Japan」に出演いたします。

CNNが選んだ5⼈の⽇本⼈⼥性リーディング・ウーマン・ジャパン
Leading Women Japan

■放送⽇
10⽉27⽇（⾦）18:30-19:00
10⽉28⽇（⼟）21:00-21:30 ⼆カ国語放送再放送
10⽉29⽇（⽇）04:30-05:00 再放送
10⽉29⽇（⽇）09:30-10:00 ⼆カ国語放送再放送
10⽉30⽇（⽉）12:30-13:00 再放送
10⽉31⽇（⽕）18:30-19:00 ⼆カ国語放送再放送
11⽉1⽇（⽔）01:30-02:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）12:30-13:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）17:30-18:00 ⼆カ国語放送再放送

※緊急ニュースなどにより、番組が変更される場合があります。最新の番組情報についてはEPGでご覧く
ださい。

https://www2.jctv.co.jp/cnnj/introduction/?id=50

2017 11⽉1⽇
Leading Women Japan ＜再放送 & ⼆カ国語放送

再放送＞
CNN

CNN番組「Leading Women Japan」に出演いたします。

CNNが選んだ5⼈の⽇本⼈⼥性リーディング・ウーマン・ジャパン
Leading Women Japan

■放送⽇
10⽉27⽇（⾦）18:30-19:00
10⽉28⽇（⼟）21:00-21:30 ⼆カ国語放送再放送
10⽉29⽇（⽇）04:30-05:00 再放送
10⽉29⽇（⽇）09:30-10:00 ⼆カ国語放送再放送
10⽉30⽇（⽉）12:30-13:00 再放送
10⽉31⽇（⽕）18:30-19:00 ⼆カ国語放送再放送
11⽉1⽇（⽔）01:30-02:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）12:30-13:00 再放送
11⽉1⽇（⽔）17:30-18:00 ⼆カ国語放送再放送

※緊急ニュースなどにより、番組が変更される場合があります。最新の番組情報についてはEPGでご覧く
ださい。

https://www2.jctv.co.jp/cnnj/introduction/?id=50

2017 11⽉4⽇ ローマ教皇代理ミサ ヴァチカンTV放送 「ローマ教皇代理ミサ」がヴァチカンTV放送により世界約35カ国に放送されました。



2017 11⽉25⽇ ザ・インタビュー 〜トップランナーの肖像〜 BS朝⽇

脳科学者中野信⼦⽒がゲスト回「ザ・インタビュー 〜トップランナーの肖像〜」（BS朝⽇）において、
2017年11⽉10⽇（⾦）紀尾井ホール公演「⻄本智実＆中野信⼦が解明する⾳楽シリーズVol.2〜3拍⼦の魔
⼒〜」の様⼦が紹介される予定です。

■放送予定⽇：2017年11⽉25⽇（⼟）18:00〜18:54
■放送局：BS朝⽇
■番組名：ザ・インタビュー 〜トップランナーの肖像〜
■ゲスト：脳科学者 中野信⼦⽒

2017 12⽉31⽇
積⽔ハウス presents

指揮者 ⻄本智実 世界を魅せる表現者 〜レクイエ
ムが響く時〜

BSジャパン

ドキュメンタリー番組が放送されます。

■放送⽇時：12⽉31⽇（⽇）16:00〜
■放送局：BSジャパン
■番組名：積⽔ハウス presents 指揮者 ⻄本智実 世界を魅せる表現者 〜レクイエムが響く時〜
■番組HP：http://www.bs-j.co.jp/official/nishimoto2018/

2018 1⽉1⽇ SWITCH インタビュー達⼈達 ＜再放送＞ NHK Eテレ

SWITCHインタビュー 達⼈達 アンコール「⿊柳徹⼦×井上⼋千代」が再放送されます。
帝国ホテル芸術祭における⻄本智実＆イルミナートフィルハーモニーオーケストラによる演奏「ボレロ」で
舞う井上⼋千代⽒の様⼦が紹介されます。

■番組HP：
http://www4.nhk.or.jp/switch-int/x/2018-01-01/31/66097/2037160/

2018 2⽉3⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第１

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

＜放送予定＞
2017年4⽉15⽇（⼟）、7⽉22⽇（⼟）、10⽉28⽇（⼟）
2018年2⽉3⽇（⼟）（予定）

＜ホームページ＞
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

＜コンセプト＞
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2018 2⽉17⽇ Tokyo FM【NOEVIR COLOR OF LIFE】 Tokyo FM

4週連続で出演予定です。

2⽉17⽇（⼟）9:00〜9:30
2⽉24⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉03⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉10⽇（⼟）9:00〜9:30

http://www.tfm.co.jp/timetable/smart.php

2018 2⽉24⽇ Tokyo FM【NOEVIR COLOR OF LIFE】 Tokyo FM

4週連続で出演予定です。

2⽉17⽇（⼟）9:00〜9:30
2⽉24⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉03⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉10⽇（⼟）9:00〜9:31

http://www.tfm.co.jp/timetable/smart.php

2018 3⽉3⽇ Tokyo FM【NOEVIR COLOR OF LIFE】 Tokyo FM

4週連続で出演予定です。

2⽉17⽇（⼟）9:00〜9:30
2⽉24⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉03⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉10⽇（⼟）9:00〜9:32

http://www.tfm.co.jp/timetable/smart.php

2018 3⽉10⽇ Tokyo FM【NOEVIR COLOR OF LIFE】 Tokyo FM

4週連続で出演予定です。

2⽉17⽇（⼟）9:00〜9:30
2⽉24⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉03⽇（⼟）9:00〜9:30
3⽉10⽇（⼟）9:00〜9:33

http://www.tfm.co.jp/timetable/smart.php

2018 3⽉16⽇ Sound Café α-STATION 他

ラジオ番組「Sound Cafe」に出演致します。

■放送⽇：3⽉16⽇（⾦）、3⽉23⽇（⾦）
■放送時間：
α-STATION エフエム京都 89.4／ 放送時間6:25〜6:55
エフエム愛知 80.7／ 放送時間①11:45〜12:00 ②15:45〜16:00

http://www.oc-ogawa.co.jp/column/soundcafe/

2018 3⽉22⽇
BSジャパン「ミステリアス・ジャパン」

放送曜⽇変更（4⽉以降）
BSジャパン

BSジャパン「ミステリアス・ジャパン」の放送曜⽇が4⽉以降変更になります。

■放送時間：2018年4⽉以降は毎週⼟曜⽇7:30〜放送
■ナビゲーター：⻄本智実
■オープニング・エンディング（番組中⾳楽）：⻄本＆イルミナートフィルハーモニーオーケストラ



2018 3⽉23⽇ Sound Café α-STATION 他

ラジオ番組「Sound Cafe」に出演致します。

■放送⽇：3⽉16⽇（⾦）、3⽉23⽇（⾦）
■放送時間：
α-STATION エフエム京都 89.4／ 放送時間6:25〜6:55
エフエム愛知 80.7／ 放送時間①11:45〜12:00 ②15:45〜16:00

http://www.oc-ogawa.co.jp/column/soundcafe/

2018 4⽉28⽇ 「⻄本智実指揮 ベートーヴェン交響曲第九演奏会」 テレビ岸和⽥

「⻄本智実指揮 ベートーヴェン交響曲第九演奏会」が放送されます。

■放送局：テレビ岸和⽥
■放送⽇時：4/28（⼟）19:00〜21:00
■再放送：4/29（⽇）19:00〜21:00

下記ご参照ください。

https://www.tvk.co.jp/community/%e8%a5%bf%e6%9c%ac%e6%99%ba%e5%ae%9f-
%e6%8c%87%e6%8f%ae-
%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%b3%e4%

2018 5⽉12⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第1

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

■放送予定
2018年05⽉12⽇（⼟）
2018年08⽉25⽇（⼟）
2018年12⽉01⽇（⼟）
2019年03⽉02⽇（⼟）（予定）

■ホームページ
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

■コンセプト
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2018 5⽉26⽇ テレビ東京「Eネ！」 テレビ東京

「積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ『ロミオとジュリエット』全⼆幕（字幕付）」公
演について紹介されます。

■放送局：テレビ東京
■番組名：「Eネ！」
■放送予定：5⽉26⽇（⼟）、6⽉9⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分
■再放送予定：6⽉23⽇（⼟）、6⽉30⽇（⼟）

http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201805/19458_201805260545.html

2018 6⽉9⽇ テレビ東京「Eネ！」 テレビ東京

「積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ『ロミオとジュリエット』全⼆幕（字幕付）」公
演について紹介されます。

■放送局：テレビ東京
■番組名：「Eネ！」
■放送予定：5⽉26⽇（⼟）、6⽉9⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分
■再放送予定：6⽉23⽇（⼟）、6⽉30⽇（⼟）

http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201805/19458_201805260545.html

2018 6⽉14⽇ ⼀夜づけ テレビ東京

芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ「ロミオとジュリエット」全⼆幕（字幕つき）公演について下記番組で
紹介されます。

■番組名：⼀夜づけ
■放送局テレビ東京
■放送⽇時：2018年6⽉14⽇（⽊） 27:10〜27:25
■番組HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/ichiya/

2018 6⽉15⽇ ⼀夜づけ テレビ東京

芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ「ロミオとジュリエット」全⼆幕（字幕つき）公演について下記番組で
紹介されます。

■番組名：⼀夜づけ
■放送局テレビ東京
■放送⽇時：2018年6⽉15⽇（⾦） 27:05〜27:20
■番組HP：http://www.tv-tokyo.co.jp/ichiya/

2018 6⽉23⽇ テレビ東京「Eネ！」＜再放送＞ テレビ東京

「積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ『ロミオとジュリエット』全⼆幕（字幕付）」公
演について紹介されます。

■放送局：テレビ東京
■番組名：「Eネ！」
■放送予定：5⽉26⽇（⼟）、6⽉9⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分
■再放送予定：6⽉23⽇（⼟）、6⽉30⽇（⼟）

http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201805/19458_201805260545.html



2018 6⽉30⽇ テレビ東京「Eネ！」＜再放送＞ テレビ東京

「積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ『ロミオとジュリエット』全⼆幕（字幕付）」公
演について紹介されます。

■放送局：テレビ東京
■番組名：「Eネ！」
■放送予定：5⽉26⽇（⼟）、6⽉9⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分
■再放送予定：6⽉23⽇（⼟）、6⽉30⽇（⼟）

http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201805/19458_201805260545.html

2018 7⽉20⽇ TBSテレビ「⾦スマ」 TBSテレビ

7⽉20⽇（⾦）20：57〜21：59 TBSテレビ「⾦スマ」番組内にて、野⽥あすか⽒と共演した「まちたか
らフェスタ in Machida 2017」公演の模様が紹介される予定です。

■番組サイト
http://www.tbs.co.jp/kinsma/

2018 8⽉4⽇
積⽔ハウスpresents

指揮者⻄本智実が奏でる悲恋〜バレエロミオとジュリ
エット〜

テレビ東京

積⽔ハウスpresents
指揮者⻄本智実が奏でる悲恋〜バレエロミオとジュリエット〜

■放送⽇時：2018年8⽉4⽇（⼟）16:00〜16:55

■放送局：
テレビ東京系列6局ネット
テレビ東京 テレビ⼤阪 テレビ愛知 テレビせとうち テレビ北海道 TVQ

■番組サイト
http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201808/23673_201808041600.html

2018 8⽉9⽇ ⻑崎 祈りの⾳⾊ NHK FM（東京）

■放送時間：8⽉9⽇（⽊）7時25分〜9時15分
■放送局：NHK FM（東京）

⻑崎「原爆の⽇」。爆⼼地近くの浦上地区は「潜伏キリシタン」の聖地でもあり、今年世界遺産に登録され
た。迫害と被爆、⼆つの受難を経験した⻑崎には今も「祈りの⾳⾊」が響く。浦上天主堂の鐘の⾳、キリシ
タンの祈りの唄「オラショ」、そのルーツであるグレゴリオ聖歌などを聴きながら、国際的に活躍する３⼈
のアーティストが平和への思いを紡ぐ。出演 ⽔⾕川優⼦（チェロ奏者）⻄本智実（指揮者）マコト・フジ
ムラ（画家）

■番組HP：
http://www.arugoworks.net/radio/program/NHKFM/20180809072500

2018 8⽉11⽇ Eネ！ テレビ東京

積⽔ハウスpresents 芸術監督・指揮 ⻄本智実 バレエ「ロミオとジュリエット」全⼆幕（字幕付）公演
について下記番組で紹介されます。

■放送局：テレビ東京
■番組名：「Eネ！」
■放送予定：8⽉11⽇（⼟）、8⽉18⽇（⼟）朝5時45分〜6時00分 ※再放送です。
■番組HP：
http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201808/19458_201808110545.html

2018 8⽉25⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第1

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

※放送⽇変更のお知らせ
NHKマイあさラジオ「サタデーエッセイ」8⽉18⽇に出演予定でしたが、8⽉25⽇に変更になりました。

■放送予定
2018年05⽉12⽇（⼟）
2018年08⽉25⽇（⼟）
2018年12⽉01⽇（⼟）
2019年03⽉02⽇（⼟）（予定）

■番組ホームページ
https://www4.nhk.or.jp/r-asa/

■コンセプト
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2018 8⽉25⽇ ⻑崎 祈りの⾳⾊ NHKラジオ第2

8⽉9⽇NHK-FMで放送された番組「⻑崎 祈りの⾳⾊」の再編集が放送されます。

■放送⽇時：8⽉25⽇（⼟）11:05〜11:50
■放送局：NHKラジオ第1
■番組HP：
http://www2.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2018-08-
25&ch=05&eid=74924&f=0

2018 9⽉20⽇
⽇中平和友好条約締結40周年

⻄本智実指揮 中国国家交響楽団
CCTV

演奏会の様⼦が 中国中央電視台 で取り上げられました。

■CCTV NEWS
http://tv.cctv.com/2018/06/27/VIDErOP7lKVHlevbpXYy1RDT180627.shtml

■CCTV MUSIC
http://tv.cctv.com/2018/06/28/VIDEBn1gWYqaqPeyR2ZKFqHU180628.shtml

2018 10⽉16⽇ MBSラジオ「こんちはコンちゃんお昼ですょ！」 MBSラジオ

MBSラジオ「こんちはコンちゃんお昼ですょ！」に⽣出演いたします。

■⽇付：2018年10⽉16⽇（⽕）
■番組HP：https://www.mbs1179.com/kon/



2018 10⽉26⽇
「真⽮ミキの前向きWOMAN」

（TBSテレビ ビビット）
TBSテレビ

TBSテレビ・ビビット（あさ 8:00〜9:54）番組内「真⽮ミキの前向きWOMAN」に⻄本智実が出演しま
す。

■放送予定⽇：2018年10⽉26⽇（⾦）
■番組HP：https://www.tbs.co.jp/vivit2015/

2018 10⽉17⽇
テレビ特別番組『⽟置浩⼆ PREMIUM

SYMPHONIC CONCERT
〜演奏家たちとの絆 4年⽬の跫⾳(あしおと)〜』

テレビ東京系列全国６局
ネット

■放送⽇：10⽉27⽇（⼟）16時〜17時15分（予定）
■放送局：テレビ東京系列全国６局ネット・テレビ特番（テレビ⼤阪制作）
     （テレビ東京／テレビ⼤阪／テレビ愛知／テレビ北海道／テレビせとうち／TVQ九州放送）

⻄本智実へのインタビューが紹介される予定です。

■番組HP：http://www.tv-osaka.co.jp/sp/tamaki_concert2018/

2018 11⽉10⽇

積⽔ハウス presents
⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ

ストラ
〜鮮烈なる響き いざ、ユーラシアの⼤地へ！〜

テレビ東京

12⽉11⽇(⽕）19時開演 Bunkamur オーチャードホール「積⽔ハウスpresents ⻄本智実指揮 イルミ
ナートフィルハーモニーオーケストラ 〜鮮烈なる響き いざ、ユーラシアの⼤地へ！〜」公演に向けての
番組が放送されます。

■放送局：テレビ東京
■⽇時：11⽉10⽇（⼟）、11⽉17⽇（⼟） あさ5時45分〜6時0分
■番組：「Eネ！」

http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201811/19458_201811100545.html

2018 11⽉10⽇ ドリップスタイル 〜コーヒーがくれた時間〜 BS-TBS

ドリップスタイル〜コーヒーがくれた時間〜 に出演いたします。
 
■放送局：BS-TBS
■放送予定：2018年11⽉10⽇（⼟） 20:54〜21:00
■番組HP：http://www.bs-tbs.co.jp/entertainment/dripstyle/

2018 11⽉12⽇ ⻄本智実出演「⻑崎 祈りの⾳⾊」 NHK-FM

8⽉9⽇にNHK-FMで放送された⻄本智実出演「⻑崎 祈りの⾳⾊」が再放送されます。

■⽇時：11⽉12⽇（⽉）7:25〜9:15
■番組HP：
http://www.arugoworks.net/radio/program/NHKFM/20181112072500

■2019年3⽉31⽇18:00まで、こちらでお聴きいただけます。
https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=P000101_01

2018 11⽉17⽇

積⽔ハウス presents
⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ

ストラ
〜鮮烈なる響き いざ、ユーラシアの⼤地へ！〜

テレビ東京

12⽉11⽇(⽕）19時開演 Bunkamur オーチャードホール「積⽔ハウスpresents ⻄本智実指揮 イルミ
ナートフィルハーモニーオーケストラ 〜鮮烈なる響き いざ、ユーラシアの⼤地へ！〜」公演に向けての
番組が放送されます。

■放送局：テレビ東京
■⽇時：11⽉10⽇（⼟）、11⽉17⽇（⼟） あさ5時45分〜6時0分
■番組：「Eネ！」

http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/201811/19458_201811100545.html

2018 11⽉17⽇ ドリップスタイル 〜コーヒーがくれた時間〜 BS-TBS

11⽉17⽇よる8:54、BS-TBS「ドリップスタイル 〜コーヒーがくれた時間〜」に出演いたします。

http://www.bs-tbs.co.jp/smp/entertainment/dripstyle/

2018 12⽉1⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第1

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

■放送予定
2018年05⽉12⽇（⼟）
2018年08⽉25⽇（⼟）
2018年12⽉01⽇（⼟）
2019年03⽉02⽇（⼟）（予定）

■ホームページ
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

■コンセプト
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2019 1⽉14⽇ NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」 NHK

くまモンがシンバルにチャレンジした⻄本智実&イルミナートフィルとの公開リハーサルの様⼦が⼀部紹介
される予定です。番組の中で約３分ほど、シンバルに挑戦するくまモンが紹介される予定！

■放送⽇時：1⽉14⽇（⽉）午後10時〜10時45分

2019 1⽉26⽇
ラヂオきしわだ「チカヤンとメグミの週間メリーゴー

ランド」
ラヂオきしわだ

ラヂオきしわだ「チカヤンとメグミの週間メリーゴーランド」に出演します。

■放送⽇：1⽉26⽇（⼟）14:00〜15:00
■再放送：1⽉27⽇（⽇）11:00〜12:00

インターネット放送もしています。
詳細は「ラヂオきしわだ」HPをご参照ください。

http://www.radiokishiwada.jp/

2019 1⽉27⽇ NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」（再放送） NHK

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」（2019年1⽉14⽇放送）が再放送されます。

■再放送⽇時：2019年1⽉27⽇（⽇）13:05〜

http://www4.nhk.or.jp/professional/x/2019-01-27/21/16736/1669521/



2019 2⽉23⽇ 世界ふしぎ発⾒！ TBS

2018年に世界⽂化遺産に登録された 「⻑崎と天草地⽅の潜伏キリシタン関連遺産」が紹介。そして下記
での演奏が取り上げられます。

■放送⽇：2019年2⽉23⽇（⼟）よる 9:00〜
■放送局：TBS
■番組：世界ふしぎ発⾒！

2018年10⽉11⽇ 平⼾⽂化センターでの「世界⽂化遺産 ⻑崎と天草地⽅の潜伏キリシタン関連遺産 ⻄本
智実＆イルミナートフィル 世界遺産登録記念コンサート」及び、2018年11⽉10⽇ ヴァチカン国際⾳楽
祭2018 サン ピエトロ⼤聖堂における【ローマ教皇代理ミサ】

2019 3⽉1⽇ 【STUDIO SAKURART（スタジオ さくらーと）】 エフエム岩⼿

オペラ「蝶々夫⼈」リハーサル中の⻄本へのインタビューの様⼦が番組内で⽣放送予定です。

■番組：北上市⽂化交流センターさくらホールのラジオ番組【STUDIO SAKURART(スタジオ さくらー
と)】
■放送⽇時：3⽉1⽇（⾦）19:30~19:55
■放送局：エフエム岩⼿ 76.1MHz

詳細は下記をご参照ください。
http://www.fmii.co.jp/

2019 3⽉9⽇
NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内

「サタデーエッセー」
NHKラジオ第1

NHKラジオ第1「マイあさラジオ」内「サタデーエッセー」 にレギュラーゲストとして出演致します。

■放送予定
2018年05⽉12⽇（⼟）
2018年08⽉25⽇（⼟）
2018年12⽉01⽇（⼟）
2019年03⽉09⽇（⼟）（※放送⽇が3/2から3/9に変更となりました。）

■ホームページ
放送後、翌週⽉曜⽇のお昼をメドに、⼀定期間HPにアップ
http://www4.nhk.or.jp/r-asa/339/

■コンセプト
各界で活躍する著名な⽅々が、仕事、⼈⽣、⽇常の気づきなど、
さまざまなテーマで⾃由に語る「声のエッセー」。

2019 3⽉23⽇
ミステリアス・ジャパン

指揮者 ⻄本智実とイルミナートフィル ーアジアを
繋げ世界へー

BSテレ東

BSテレ東「ミステリアス・ジャパン」で ⻄本智実とイルミナートフィルの活動が紹介されます。

■放送⽇＆タイトル

3⽉23⽇ 指揮者 ⻄本智実とイルミナートフィル ーアジアを繋げ世界へー
3⽉30⽇ 指揮者 ⻄本智実とイルミナートフィル 旋律の幕開け ー中国七⼤都市公演ー

2019 3⽉30⽇
ミステリアス・ジャパン

指揮者 ⻄本智実とイルミナートフィル 旋律の幕開
け ー中国七⼤都市公演ー

BSテレ東

BSテレ東「ミステリアス・ジャパン」で ⻄本智実とイルミナートフィルの活動が紹介されます。

■放送⽇＆タイトル

3⽉23⽇ 指揮者 ⻄本智実とイルミナートフィル ーアジアを繋げ世界へー
3⽉30⽇ 指揮者 ⻄本智実とイルミナートフィル 旋律の幕開け ー中国七⼤都市公演ー



年 ⽇付 タイトル メディア名 内容

2008 4⽉20⽇
⽇本からきた若い指揮台の魔術師

⻄本智実がブルックナーハウスで定期を指揮
ノイエス・フォルクスブ

ラット紙

⻄本智実がブルックナーハウスで定期を指揮ロ シアで成功を収めている⽇本の若⼿⼥流指揮者が、⾔語の
壁にも関わらず、リンツ市ブルックナー管弦楽団の⼼を掴み、印象的な演奏を披露した。効果的な構成 の
プログラムはまずプロコフィエフの古典交響曲ではじまり、巧みなアーティキュレーションで曲の構造を明
瞭に浮かび上がらせた。

モリス・ラヴェルのピアノ協奏曲ト⻑調は、印象派とガーシュウィン⾵のジャズの素材を織り交ぜた作品。

ベ ネデット・ルポは素晴らしいピアノを聞かせ、速い技巧的なパッセージも親密な叙情性も巧みに弾きこ
なしていた。⻄本の指揮はコンチェルトの間、曲相応にや や控え気味だったが、チャイコフスキーの5番で
本領発揮。ブルックナー管弦楽団も、それぞれのパートが名演を披露した。第2楽章では、ホルンが完璧な
ソロを聞かせ、低弦が滅多に聞く事のできない緊張感に満ちた素晴らしい響きを奏でた。

聴衆は驚きをもって、この若い指揮台の魔術師の類まれな表現⼒がオーケストラに伝わり、魅⼒的な演奏が
具現化されていく模様に聞き⼊った。

拍⼿喝采！

【公演名】2007年4⽉18⽇
ブルックナー管弦楽団定期公演
ブルックナーハウス リンツ（オーストリア）

Newspaper & Magazine

2008 ドリームチームがついに実現
オーバー・エーステライ

ヒッシェ・ナッハリヒテン
紙

リンツ・ブルックナー管弦楽団は、素晴らしいオーケストラとしてすでにその名を広く知られている。しか
し、今週⽊曜⽇、ブルックナーハウスで⽇本⼈指揮者の⻄本智実によって、その質はさらに⾼められた。

フランツ・ツァマツァル

理想的な指揮法、驚くべき表現⼒、そして徹底的に正確さを追求する姿勢が彼⼥の特徴だろう。オーケスト
ラとソロ奏者たち（とくにクラリネットとホルン！）も、最⾼の響きで、⼒強く、正確、かつ明瞭な演奏を
きかせ、パート間の⾳のバランスも絶妙。作品の本質と⾏間が浮き彫りになる名演だった。

冒頭、プロコフィエフの古典交響曲が演奏されると、会場の期待感はいやがうえに⾼まった。舞うような躍
動感と透明感に溢れ、明確に、ハイドン⾵のユーモアを髣髴とさせるミニアチュアがひとつひとつ⽣み出さ
れていく。暗さとは無縁の⼼地良さに、どこまでも⾝を委ねることができた。

響きに対する卓越した感性。

ラヴェルのピアノ協奏曲ト⻑調を弾いたのは有名なイタリアのソリスト、ベネデト・ルポだが、印象派の作
品に相応しい彩りあざやかな、柔軟で細やかな響きをきかせていた。そこには優雅な技巧性と響きに対する
卓越した感性があり、独奏楽器でありながらも終始全体の⼀部であろうとする姿勢がうかがえた。譜⾯に書
かれた叙情性と細かい響きが常に聞こえてきたのもそのためで、極めて印象的な演奏だった。

そして最後にもうひとつ、さらなるクライマックスが我々を待っていた。チャイコフスキーの 交響曲第5番
は、細部までしっかりと書き上げられた「魂の絵画」のように緊張感に溢れ、豊な響きで、ときに激しく感
情を爆発させ、⼒強く訴えてくる名演だった。

考え抜かれた全体像のコンセプトのなかで、驚くようなディテールに光が当てられたりするが、全楽章の根
底に流れるのは魂の暗い響き。オーケストラは徐々に緊張感を⾼めていき、⼼を揺さぶる明瞭で素晴らしい
劇的な効果が⽣み出された。その結果、実現した内容の濃い演奏は、今後も末永く⼈々の記憶に残るだろ
う。指揮者、ソリスト、そしてオーケストラは拍⼿喝さいを浴びた。

この指揮者とブルックナー管弦楽団がなるべく早く、再会することを願って⽌まない。

【公演名】 2007年4⽉18⽇
ブルックナー管弦楽団定期公演
ブルックナーハウス リンツ（オーストリア）

4⽉20⽇



2008 4⽉20⽇ ⻄本智実に拍⼿喝采
ツァイトゥング・エーステ

ライヒ紙

気配りのきく⼥性指揮者と「虜」になったオーケストラ。

ブルックナーハウスの聴衆が⽔曜⽇に体験した公演は、まさに格別なものとなった。

エネルギッシュなオーケストラ指揮者、⻄本智実は１９９８年から「この道で」活躍しており、⽂字通り
「⽇本でもっとも有名な指揮者」とされている。厳粛な燕尾服に細⾝を包み、威厳に満ちたその⽴ち振る舞
いは、まるでロマン派⾵の美⻘年のように映る。

そのような彼⼥にすっかり魅了され、恍惚状態のブルックナー管弦楽団は、定期公演で⻄本の溢れ出る情熱
と完璧な技術に⾝を委ね、普段とはまったく異なる響き を聞かせていた。セルゲイ・プロコフィエフの古
典交響曲では作品が書かれた時代当時のアグレッシヴな雰囲気をかもし出し、モリス・ラヴェルのピアノ協
奏曲 ト⻑調は、⼒強さと繊細さが際⽴っていた。だが唯⼀無⼆の格別な体験は、休憩後のチャイコフス
キーの交響曲第 5番ホ短調だった。

オーケストラと指揮者は完全に⼀体となり、聴衆もこの壮⼤な⾳楽に飲み込まれ、外の世界が漠然としか知
覚できなくなる錯覚にとらわれた。最後は、割れるような拍⼿喝采！

【公演名】2007年4⽉18⽇
ブルックナー管弦楽団定期公演
ブルックナーハウス リンツ（オーストリア）

2008 9⽉17⽇ ⽇本⼈⼥性と共にシーズン到来 モナコマタン紙

モンテカルロ交響楽団のコンサートシーズンが 9 ⽉ 30 ⽇にピアニスト・ルガンスキのコンサートで開幕す
る。昨⽇、それに先駆け特別公演がレーニエ３世ホールで開かれた。

コンサートの指揮者は予想外の若い⽇本⼈⼥性、⻄本智実であった。彼⼥は⽇本ではスター的存在である。
⻄本は、スパンコールが輝く燕尾服にパンツ姿という男性的な服装で現れた。

この美しく柔軟なシルエットの若い⼥性がどのように指揮棒を振るのだろうか？彼⼥の指揮のもと、オーケ
ストラはうまく演奏できるだろうか？と懸念を抱いたが、それは杞憂であった。テンポが遅くなり、クレッ
シェンドに向けて歪まない⾒ 事な⾳の響き。彼⼥とオーケストラとの呼吸も抜群で、『マ・メール・ロ
ワ』、『カルメン組曲』、『新世界より』、そしてアンコールではドボルザークの『ス ラヴ舞曲』を披露
し、熱狂的に聴衆の⼼を捉え⼤成功に終わった。

永遠の⼒を持つ指揮者による公演であった。

【公演名】2007年9⽉16⽇
モンテカルロ交響楽団
レーニエ３世ホール(モナコ)

2008 6⽉8⽇ 指揮者は⽇本⼈⼥性 モナコマタン紙

⾦曜夜、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団はレーニエ３世ホールを埋めたほぼ満員の聴衆を前に、
指揮者としては稀な存在である若き⽇本⼈⼥性、⻄本智 実に率いられ演奏を⾏った。 すらりとした体に⼥
性的なシルエットの燕尾服をまとい、演⽬のテンポに沿って揺れるロマンティックな髪。 しなやかな姿と
⼒強い指揮のコントラストに注⽬が集まった。

彼⼥の指揮の下、ドヴォルザークの有名な曲⽬『交響曲９番 新世界より』は引き締まった⾳調と正確な⾳
から始まり、聴衆はその演奏に⾼揚し陶酔していくだけであった。⻄本智実は⽇本ではスター的存在であ
り、コンピューター、⾃動⾞、バイク、電化製品の⼤⼿企業の広告にも登場している。

モンテカルロ・フィルハーモニーとの⽇本ツアー

⻄ 本の指揮の下、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団は６⽉１６⽇から７⽉２⽇の⽇程で⽇本ツ
アーを⾏う。ツアー開始までにオーケストラ隊と⻄本は懇意 になる時間をすごすことができるであろう。
⽇本ツアーでの独奏を担当するのは、⽇本屈指のギタリストのひとりであり、その演奏で神童といわしめた
村治奏⼀。⾦曜の夜は彼の演奏を聴くことが出来た。村治は有名な『アランフェス協奏曲』の演奏し、その
繊細さを表現した。この作品のテーマは緩急の少ない⾳楽へと形を変えていくことである。このようにして
クラシック⾳楽は圧倒的な美しさによってリスナーを魅惑していくのだ・・・。

【公演名】
2008年6⽉6⽇(⾦)
モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団 定期公演
モナコ レーニエ3世ホール



2010 12⽉21⽇ 雑誌「⽇経ビジネスアソシエ」
雑誌「⽇経ビジネスアソシ

エ」
2010年12⽉21⽇（⽕）発刊の雑誌「⽇経ビジネスアソシエ」に掲載されました。

2011 2⽉1⽇ 雑誌「エクラ」3⽉号 雑誌「エクラ」 2011年2⽉1⽇（⽕）発刊の雑誌「エクラ」3⽉号 に掲載されました。

2011 2⽉28⽇
書籍「⼦どもの才能を⽬覚めさせる56のアドバイ

ス」
⾓川マーケティング 2011年2⽉28⽇（⽉）発刊の書籍「⼦どもの才能を⽬覚めさせる56のアドバイス」に掲載されました。

2011 4⽉25⽇ ⼩学館 藤⼦・Ｆ・不⼆雄⼤全集 ドラえもん13 ⼩学館
2011年4⽉25⽇（⽉）発刊の「⼩学館 藤⼦・Ｆ・不⼆雄⼤全集 ドラえもん13」のあとがきに掲載され
ました。

2011 5⽉1⽇ 雑誌「味の⼿帖」5⽉号 雑誌「味の⼿帖」 2011年5⽉1⽇（⽇）発刊の雑誌「味の⼿帖」5⽉号に掲載されました。
2011 5⽉6⽇ 朝⽇新聞（関⻄版） 朝⽇新聞 2011年5⽉6⽇（⾦）発刊の朝⽇新聞（関⻄版）に掲載されました。

2011 5⽉20⽇
譜⾯台に向かうはタキシードを着たレディー

デビュー
Statiya |記者：Ekaterina

ANDREAS

５⽉12⽇、チャイコフスキーホールにおいて、マルク・ゴレンシュテイン率いるロシア国⽴交響楽団を前
に、最近、同交響楽団の主席客演指揮者に就任した⻄本智実が指揮台に⽴った。

⻄本の就任は秋だったが、オーケストラと⽇本⼈⼥性指揮者のコンサート⽇程はようやく５⽉になって合致
した。この⽇のコンサートのプログラムは、チャイコフスキー⽣誕170周年記念の⼀環で、この作曲家の曲
で組まれた。

聴衆好みの演⽬チョイスは、⼼躍るデビューに全くもってふさわしいメニューである。

⻄本智実のアプローチは、幅広い表現⼿法の使⽤とオーケストラとの⾃然な対話にある。ピアニッシモでの
優雅でなめらかな腕の所作から、アクセントのきいたゼスチャーまで、それでいて、その指揮に強引な性急
さはみられない。オストロフスキーの童話「雪娘」に寄せられた⼩曲の解釈には、これら楽曲のきらめきと
多彩な新鮮さが保たれており、コンサートを締めくくった交響曲第5番の演奏においては、作曲家の意図が
正確に把握され、この偉⼤な作品の持つ豊かさが余すところなく伝えられた。聴衆は⻄本のデビューを⼤喝
采で迎えた。

2011 8⽉1⽇ 雑誌「オーガワールド」 雑誌「オーガワールド」 2011年8⽉1⽇（⽉）発刊の雑誌「オーガワールド」 に掲載されています。
2011 8⽉11⽇ ザ・ステージニュース AIVA（アイヴァ）Vol.3 雑誌「AIVA」 2011年8⽉11⽇（⽊）発刊のAVIA Vol.3に掲載されました。
2011 8⽉25⽇ 雑誌「インサイト」9⽉号 雑誌「インサイト」 2011年8⽉25⽇（⽊）発刊の雑誌「インサイト」9⽉号に掲載されています。

2011 10⽉20⽇ ウェストチェスターフィルハーモニックオーケストラ
Westchester

Philharmonic Orchestra
ウェストチェスターフィルハーモニックオーケストラ
定期演奏会年間プログラム表紙に⻄本智実が選ばれました。

2011 11⽉6⽇ ⽇経おとなのOFF 2011年12⽉号 ⽇経BP社 ⽇経おとなのOFF 2011年12⽉号に掲載されます。

2011 11⽉8⽇ 「知識ゼロからのオーケストラ⼊⾨」発売 幻冬舎

幻冬舎「知識ゼロからのオーケストラ⼊⾨」
⻄本智実（監修）
発売⽇：11⽉8⽇
定価：1575円

2011 11⽉11⽇
講談社「美⼈伝⼼ ーー１５⼈のアンチエイジングア

ライアンス宣⾔」
講談社

講談社「美⼈伝⼼ ーー１５⼈のアンチエイジングアライアンス宣⾔」

■価格：1300円
■発売⽇：2011年11⽉11⽇

ロシア国⽴交響楽団は、73回⽬のシーズンをオデッサとキシニョフでの公演を⽪切りに、モスクワおよび
モスクワ近郊、トベリ、ヴォロゴツキー州およびシベリヤで演奏活動し 、最近では第10回「シェルクンチ
ク(くるみ割り⼈形)」コンクールにも参加した。

以下は芸術担当主任のロシア⼈⺠芸術楽団⾸席指揮者のゴレンシテイン⽒と私達が話し合った 新しい演
奏、新しい構想についてである。

国⽴オーケストラはロシア、近隣諸国、遠⽅の諸外国の都市でたくさん演奏活動を⾏って来ましたが、オー
ケストラの公演プログラムは楽団員が何処で演奏する かによるのでしょうか。もしイエスなら、どのよう
なファクターが演奏曲⽬の選択に影響しますか。ー多くの場合、曲⽬の選択は招待者側によるのです。われ
わ れも彼らの意向を聞かなければなりません。他の町や国々の聴衆と常時共にいる⼈達はその要求や好み
を良く知っているからです。

例えば、12⽉に公演予定の中国では、チャイコフスキー、グラズーノフ、それにハチャトリアンなどのポ
ピュラーな交響曲だけです。私⾃⾝そのようなプログラ ムにはそれ程近いとは⾔えないのですが、市場原
理と⾔うものがあります。中国では歳末コンサートは聴衆に馴染みのある⾳楽でなければならないのです。
私も 妥協せざるを得ません。もちろん、これは演奏の質とは関係ありませんが。

国⽴オーケストラのモスクワ歳末公演ではアルゼンチンの作曲家のアルベルト・ヒナステルのバレー組曲
「エスタンシア」が演奏されます。モスクワの聴衆に実質的には知られていないこの曲がプログラムに選ば
れたのにはどのようないきさつがあったのでしょうか。 ーあるときラジオでこの⾳楽を聴いたのです。そ
れは⼀⾵変わっていて、興味深く編曲されています。

それで、私は これをわが国の⼈々にも必ず紹介したいと思ったのです。ヒナステルの舞曲は、多分、⼀度
もロシアで演奏された事はないはずです。実を⾔うと、12⽉27⽇に演奏する他の曲⽬もポスターで毎⽇⾒
るような曲⽬もポスターで毎⽇⾒るような曲⽬ではありません。

ジヴェルスメント・ベンスタインなどによるショスタコーヴィッチのオペレッタ「モスクワ・チェリョーム
シキ」の組曲、シチェドリンのオペラ「愛だけでなく」 からの組曲ーこれは3つのフラグメントで、ピアニ
ストはアレクセイ・ボロヂンです。それにゲルシビンの協奏曲です。プログラムは年末のコンサートにして
は それ程聞き慣れないものとなりましたが、気分としては「新年」なのです。ところで、以前はこれらス
コアのどれ⼀つとして私のレパートリーになかったもので す。こんな「初演の⼣べ」は私には⾮常に⾯⽩
いのです。

国⽴オーケストラには客演指揮者が出演することは少ないのですが、私の知るところでは2010-2011年の
シーズンには楽団は⾸席客演指揮者を迎えることになりますね。それは誰ですか。その権限はどのようなも
のになるのでしょうか。

それは⽇本の⻄本智実さんです。⽇本でも、わが国を含めて国外でも知られた⽅です。彼⼥は⾮常に興味深
い創造的イデーとさまざまな作品に対して⾮凡な⾒⽅を持っておられます。このような協⼒は智実さんに
とっても、オーケストラにとっても互いに有意義だと思われます。

2009 12⽉16⽇
国⽴オーケストラ(ロシア国⽴交響楽団)に⾸席客演指

揮者現れる
プラウダン



2011 11⽉23⽇ 岩⼿⽇報 朝刊 岩⼿⽇報

2013年さくらホールで開催予定のベートーベン第九について掲載されました。

■発⾏⽇：2011年11⽉23⽇（⽔）

※募集要項などの情報公開は2012年1⽉予定となっております。

2011 11⽉29⽇ 朝⽇新聞⼣刊（関東全域） 朝⽇新聞 朝⽇新聞⼣刊の「おんなのイケ麺」欄に掲載されます。

2011 12⽉1⽇ 北國新聞社 北國⽂華2012「冬」第50号 北國新聞社
北國新聞社 北國⽂華2012「冬」第50号に掲載されます。

■発刊⽇：2011年12⽉1⽇（⽊）

2011 12⽉1⽇ 講談社「Grazia No.190 1⽉号」 講談社
講談社「Grazia No.190 1⽉号」に掲載されます。

■発売⽇：2011年12⽉1⽇（⽊）

2011 12⽉15⽇ 東京新聞ショッパー 東京新聞

「東京新聞ショッパー」に掲載されます。

■⼤宮・さいたま版
発⾏⽇：2011年12⽉15⽇(⽊)

■⼋王⼦版
発⾏⽇：2011年12⽉16⽇(⾦)

2011 12⽉23⽇ ⽇経ビジネス ⽇経BP社
「⽇経ビジネス」に掲載されます。

■発刊⽇：2011年12⽉23⽇

2011 12⽉28⽇ STORY 2012年2⽉号 光⽂社

光⽂社「STORY 2012年2⽉号」に掲載されます。

■発刊⽇：2011年12⽉28⽇
光⽂社「STORY 2012年2⽉号」に掲載されます。

■発刊⽇：2011年12⽉28⽇

2012 3⽉4⽇ 岩⼿⽇報 岩⼿⽇報 2012年3⽉4⽇の岩⼿⽇報に掲載されます。

2012 4⽉1⽇ ⽇本⽂教出版 中学数学3 ⽇本⽂教出版
中学3年⽣の数学の教科書の巻頭にメッセージが掲載されています。

■使⽤期間：2012年4⽉〜（4年間）

2012 4⽉18⽇ ぶらあぼ 2012年5⽉号 東京MDE

ぶらあぼ 2012年5⽉号にインタビュー記事が掲載されています。

■発⾏⽇：2012年4⽉18⽇

また、下記の「WEBぶらあぼ」でもインタビュー記事が閲覧できます。

■WEBぶらあぼURL：http://www.mde.co.jp/ebravo/

2012 5⽉7⽇ フリーペーパー Confetti 6⽉号 Confetti

フリーペーパー「Confetti 6⽉号」に⻄本智実プロデュース公演「ロメオとジュリエッタ」インタビュー記
事が掲載されます。

■発⾏⽇：2012⽉5⽉7⽇

■WEB版 Confetti 6⽉号 P27

http://db001.super-
page.jp/012Lb234IO245U3IMw8/000/pageSlide.php?kanren=1&f17=lrp0090_&-max=24&-
parent=794&-sortfield=f18&-sorttype=ascend&defNo=0

2012 5⽉28⽇
朝⽇新聞 朝刊 関⻄の⼤学⼒2012 〜社会へとつ

ながる関⻄の⼤学〜
朝⽇新聞 朝刊

朝⽇新聞 朝刊
関⻄の⼤学⼒2012〜社会へとつながる関⻄の⼤学〜
⼤阪⾳楽⼤学の記事に掲載されています。

■発刊⽇：2012年5⽉28⽇
■WEB版：http://www.asahi.com/ad/clients/daigakuryoku/kansai/daion/

2012 6⽉18⽇ 岩⼿⽇報 朝刊 岩⼿⽇報 2012年6⽉18⽇発⾏の「岩⼿⽇報」の朝刊に掲載されます。

2012 6⽉20⽇
晃洋書房 ⼥性へ贈る7つのメッセージ−輝く⼥性た
ちから、あなたが⽻ばたくために − （秦由美⼦編

著）
晃洋書房

晃洋書房より、「⼥性へ贈る7つのメッセージ−輝く⼥性たちから、あなたが⽻ばたくために（秦由美⼦編
著）」が発売されます。

■出版⽇：2012年6⽉20⽇
■価格：1,900円

2012 7⽉26⽇ 読売新聞全国版（朝刊） 読売新聞全国版

2012年7⽉26⽇発⾏の読売新聞全国版（朝刊）に掲載されます。

■発⾏⽇：2012年7⽉26⽇
■備考：WEB版にも掲載される予定です。

2012 8⽉7⽇ 講談社「Grazia」2012年９⽉号 講談社
講談社「Grazia」2012年9⽉号に掲載されます。

■発売⽇：2012年8⽉7⽇（⽕）

2012 9⽉2⽇ 朝⽇新聞朝刊（多摩版、東京版） 朝⽇新聞

2012年9⽉2⽇（⽇）発⾏の朝⽇新聞朝刊（多摩版、東京版 ）にて、9⽉1⽇オペラ「蝶々夫⼈」関連イベ
ント「⾼尾に響く天への声 〜⻄本智実in髙尾⼭薬王院〜」についての記事が掲載されます。

■⽇付：2012年9⽉2⽇（⽇）
■発⾏元：朝⽇新聞朝刊（多摩版、東京版 ）

2012 9⽉3⽇ 「理想の詩」 理想の詩

インタビューが掲載されます。

■発⾏⽇：2012年9⽉3⽇（⽉）

https://www.riso.co.jp/home/co/uta/form/form_new.html



2012 9⽉18⽇ 「⾳楽の友」10⽉号 ⾳楽之友社

「⾳楽の友」10⽉号に掲載されます。

■発売⽇：2012年9⽉18⽇
■出版社：⾳楽之友社

2012 10⽉1⽇ 「地上」（JA発⾏） JA

「決断の瞬間」
6ページにわたるロングインタビューが掲載されます。

■発売⽇：2012年10⽉1⽇
■出版社：家の光協会（JA）
■備考：書店売りはしておりませんので近くのJA（農協）もしくは下記ウェブサイトからご購⼊下さい。
■URL：http://www.ienohikari.net/press/chijo/

2012 10⽉4⽇ 「ジェイヌード」 143号・2012年10⽉4⽇号 朝⽇新聞

朝⽇新聞社のフリーマガジン「ジェイヌード」 143号・2012年10⽉4⽇号にインタビューが掲載されてい
ます。

■発⾏⽇：2012年10⽉4⽇
■出版社：朝⽇新聞社

■備考：配布場所等詳細は下記ＵＲＬをご参照ください。
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=14267

2012 10⽉12⽇ BAILA 集英社

“カッコいい先輩列伝”にインタビューが掲載されます。

■発⾏⽇：2012年10⽉12⽇
■出版社：集英社

2012 10⽉23⽇
「週刊朝⽇」 10⽉23⽇発売号

「マリコのゲストコレクション」に掲載予定です。
週刊朝⽇

10⽉23⽇発売の「週刊朝⽇」の「マリコのゲストコレクション」に掲載される予定です。

■発売⽇：10⽉23⽇（⽕）

■出版社： 週刊朝⽇

■備考：WEBにも掲載予定です。URLは改めてご案内致します。

2012 10⽉26⽇ 読売新聞＜⼣刊＞ 読売新聞

2012年10⽉26⽇（⾦）発⾏の読売新聞＜⼣刊＞にインタビュー記事が掲載される予定です。

■発⾏⽇：2012年10⽉26⽇（⾦）

■新聞名：読売新聞＜⼣刊＞

2012 10⽉29⽇ 「週刊現代」の「鞄の中」に掲載される予定です。 週刊現代

2012年10⽉29⽇発売の「週刊現代」の「鞄の中」に掲載される予定です。

■発売⽇：2012年10⽉29⽇

■雑誌名：週刊現代

2012 10⽉31⽇ 東京新聞＜朝刊＞ 東京新聞

2012年10⽉31⽇（⽔）発⾏の東京新聞＜朝刊＞にインタビュー記事が掲載される予定です。

■発⾏⽇：2012年10⽉31⽇（⽔）予定

■新聞名：東京新聞＜朝刊＞

■URL：http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2012103102000146.html

2012 11⽉15⽇ 通販⽣活 カタログハウス

2012年11⽉15⽇発売の「通販⽣活」に掲載されます。

■発売⽇：2012年11⽉15⽇

■雑誌名：通販⽣活

2012 11⽉21⽇ 朝⽇新聞 朝刊 朝⽇新聞

2012年11⽉21⽇（⽔）朝⽇新聞 朝刊 都区内ページにオペラ「蝶々夫⼈」の記事が掲載されています。

■発⾏⽇：2012年11⽉21⽇（⽔）

■新聞名：朝⽇新聞 朝刊 都区内ページ

2013 1⽉3⽇ 熊本⽇⽇新聞 朝刊 熊本⽇⽇新聞

熊本⽇⽇新聞（朝刊）に掲載されています。

■発⾏⽇：2013年1⽉3⽇
■新聞名：熊本⽇⽇新聞 朝刊

2013 1⽉18⽇ 「⽉刊ぶらあぼ」2⽉号 東京MDE

「⽉刊ぶらあぼ」2⽉号に（1⽉18⽇発⾏）にインタビュー記事が掲載されております。

■発刊⽇：2013年1⽉18⽇（⾦）
■雑誌名：「⽉刊ぶらあぼ」2⽉号
■URL：http://www.mde.co.jp/

2013 1⽉20⽇ 「モーストリークラシック」 産經新聞社

2013年1⽉20⽇（⽇）発売の「モーストリークラシック」に「TOKYO FM 夢の第九コンサート2012
supported by SUZUKI」 の記事が掲載予定です。

■雑誌名：モーストリー・クラシック（MOSTLY CLASSIC）
■発刊⽇：2013年1⽉20⽇（⽇）

2013 1⽉23⽇
東京証券取引所 広報誌

「Evolving Japan」「Exchange Square」
東京証券取引所

東京証券取引所の海外投資家向け広報誌「Evolving Japan」および国内向け広報誌「Exchange Square」
にインタビュー記事が掲載されます。

■配布先：東証ロビー、証券会社など（⼀般書店販売はなし）
■備考：下記のURLから掲載誌のPDFがご覧いただけます。
■URL：http://www.tse.or.jp/about/publication/esquare/



2013 2⽉1⽇ ⽉刊「清流」 清流出版

2⽉1⽇（⾦） に発売される⽉刊「清流」 に掲載されます。

■発売⽇：2013年2⽉1⽇（⾦）
■雑誌名：⽉刊「清流」
■URL：http://www.seiryupub.co.jp/m_seiryu/index.html

2013 2⽉26⽇
朝⽇新聞⼣刊（東京）

「ヴェルディ＆ワーグナー ⽣誕200周年」
朝⽇新聞⼣刊

2013年2⽉26⽇（⽕）発⾏の朝⽇新聞⼣刊（東京）において、「ヴェルディ＆ワーグナー ⽣誕200周年」
にインタビュー記事が掲載される予定です。

■掲載予定⽇付：2013年2⽉26⽇（⽕）
■新聞名：朝⽇新聞⼣刊（東京）

2013 3⽉1⽇
「Comforts on time」

THE TOKYU HOTELS MAGAZINE Vol.43
Spring2013

東急ホテルズ

「Comforts on time」THE TOKYU HOTELS MAGAZINE Vol.43 Spring2013にインタビューが掲載さ
れています。

■発⾏⽇：2013年3⽉1⽇

2013 3⽉4⽇ 週刊エコノミスト (３⽉12⽇特⼤号) 毎⽇新聞社

「名⾨⾼校の校⾵と⼈脈35」に取り上げられてます。

■発売⽇：2013年3⽉4⽇ （⽉）
■雑誌名：週刊エコノミスト (３⽉12⽇特⼤号)

2013 3⽉22⽇ TAIPEI TIMES TAIPEI TIMES

TAIPEI TIMESに記事が掲載されています。

■発⾏⽇：2013年3⽉22⽇
■URL：http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2013/03/22/2003557671

2013 3⽉26⽇ 「オルフェウスの窓」 新装版 集英社

「オルフェウスの窓」 新装版にオビコメントが掲載されています。

発売予定⽇：2013年3⽉26⽇
発⾏：集英社
サイズ：⽂庫版
価格：各巻777円（税込）・外伝620円（税込）

2013 4⽉1⽇
婦⼈画報5⽉号

「今こそ知りたい！おしゃれ賢者が選ぶ 旅アイテム
25」

ハースト婦⼈画報社

婦⼈画報5⽉号「今こそ知りたい！おしゃれ賢者が選ぶ 旅アイテム２５」に掲載されています。

■発売⽇：2013年4⽉1⽇（⽉）
■雑誌名：婦⼈画報5⽉号

2013 4⽉19⽇
朝⽇新聞朝刊（関東地区）「ヒーローズ ファイル」

前編
朝⽇新聞朝刊（関東地区）

朝⽇新聞朝刊（関東地区）の「ヒーローズ ファイル」にインタビュー記事が掲載されます。

■掲載予定⽇
 2013年04⽉19⽇予定（⾦）前編
 2013年05⽉03⽇予定（⾦）後編
■新聞：朝⽇新聞朝刊（関東地区）
■備考：毎⽇コミュニケーションズのサイト「マイナビ転職」、朝⽇新聞社のサイト「Asahi.com」にも
掲載予定です。
■URL：http://tenshoku.mynavi.jp/

2013 4⽉27⽇ 合唱雑誌「ハンナ」 松沢書店

4⽉27⽇発売の合唱雑誌「ハンナ」に掲載されます。

■発売⽇：4⽉27⽇（⼟）
■雑誌名：合唱雑誌「ハンナ」
■出版社：松沢書店

2013 5⽉1⽇ 「ベルばら⼿帖 マンガの⾦字塔をオトナ読み！」 マガジンハウス

「ベルばら⼿帖 マンガの⾦字塔をオトナ読み！」（湯⼭玲⼦著）に対談記事が掲載されています。

■URL：http://magazineworld.jp/books/all/?gosu=2541
■出版社：マガジンハウス
■価格：1,575円
■発売⽇：2013年5⽉1⽇

2013 5⽉3⽇
朝⽇新聞朝刊（関東地区）「ヒーローズ ファイル」

後編
朝⽇新聞朝刊（関東地区）

朝⽇新聞朝刊（関東地区）の「ヒーローズ ファイル」にインタビュー記事が掲載されます。

■掲載予定⽇
 2013年04⽉19⽇予定（⾦）前編
 2013年05⽉03⽇予定（⾦）後編
■新聞：朝⽇新聞朝刊（関東地区）
■備考：毎⽇コミュニケーションズのサイト「マイナビ転職」、朝⽇新聞社のサイト「Asahi.com」にも
掲載予定です。
■URL：http://tenshoku.mynavi.jp/

2013 5⽉15⽇
フリーペーパー「リビング⼤阪」656号（関⻄地区限

定）
サンケイリビング新聞社

フリーペーパー「リビング⼤阪」656号（関⻄地区限定）に掲載されます。

■関連URL：http://living.terc.jp/paratto/bookdata/pageviewer.php?book=16397&page=1

2013 5⽉24⽇ 東京新聞（朝刊） 東京新聞

東京新聞（朝刊）に2013年ヴァチカン国際⾳楽祭の記事が掲載予定です。

■新聞社：東京新聞（朝刊）
■掲載予定⽇：2013年5⽉24⽇（⾦）

2013 5⽉26⽇ 東京新聞（朝刊） 東京新聞

東京新聞朝刊「ＣＭのウラ」のコーナーに、岩⾕産業ＣＭ起⽤についての記事が掲載されております。

■新聞社：東京新聞（朝刊）
■発⾏⽇：2013年5⽉26⽇（⽇）

2013 6⽉25⽇ 「指揮者・⻄本智実 静かなる⾰命」垣花理恵⼦著 ⼩学館

「指揮者・⻄本智実 静かなる⾰命」垣花理恵⼦著が6⽉25⽇に発売になります。

■出版社：⼩学館
■価 格：1,995円
■発売⽇：2013年6⽉25⽇
■URL：http://www.shogakukan.co.jp/books/detail/_isbn_9784093882927



2013 9⽉6⽇
「広報 ひらど」9⽉号「市⻑のトップ対談シリーズ

29」
広報 ひらど

「広報 ひらど」9⽉号「市⻑のトップ対談シリーズ 29」に対談の様⼦が掲載されています。

■関連URL：http://www.city.hirado.nagasaki.jp/city/info/prev.asp?fol_id=6420

2013 9⽉26⽇ 朝⽇新聞朝刊全国版 朝⽇新聞

朝⽇新聞朝刊全国版三井物産広告に掲載されています。

■発⾏⽇：2013年9⽉26⽇（⽊）
■新聞社：朝⽇新聞
■URL：http://www.mitsui.com/jp/ja/company/ad/2013/1201035_4695.html

2013 10⽉1⽇ 家庭画報 世界⽂化社

家庭画報（10⽉1⽇発売）「今⽉の⾳楽・舞台」にインタビュー記事が掲載されています。

■発売⽇：2013年10⽉1⽇
■出版社：世界⽂化社

2013 10⽉9⽇ 週刊新潮 週刊新潮
週刊新潮10⽉17⽇号に掲載されています。

■発売⽇：2013年10⽉9⽇

2013 10⽉19⽇ 雑誌「クロワッサンPremium」 マガジンハウス

2013年10⽉19⽇発売の雑誌「クロワッサンPremium」に掲載されます。

■発売⽇：2013年10⽉19⽇
■出版社：マガジンハウス

2013 10⽉24⽇ 週刊⽂春 秋の特⼤号 週刊⽂春
ヴァチカン国際⾳楽祭、枢機卿⾳楽ミサについてインタビューが掲載されます。

■発売⽇：2013年10⽉24⽇（⽊）

2013 11⽉16⽇ 読売新聞 ⼣刊 読売新聞

読売新聞（⼣刊）にインタビュー記事が掲載されます。

■発⾏⽇：2013年11⽉16⽇（⼟） ※掲載されない地域もございます。
■新聞社：読売新聞

2013 11⽉16⽇ 福島⺠報 福島⺠報

福島⺠報に掲載されています。

■発⾏⽇：2013年11⽉16⽇（⼟）
■新聞社：福島⺠報

2013 12⽉26⽇ 朝⽇新聞⼣刊 朝⽇新聞

朝⽇新聞⼣刊（※⼀部地域を除く）にインタビュー記事が掲載される予定です。

■発売⽇：2013年12⽉26⽇（⽊）掲載予定
■新聞名：朝⽇新聞＜⼣刊＞※⼀部地域を除く

2013 12⽉27⽇ STORY 2014年2⽉号 光⽂社

ヴァチカン国際⾳楽祭、枢機卿⾳楽ミサでの様⼦とインタビューが掲載されます。

■雑誌名：STORY 2014年2⽉号
■発売⽇：2013年12⽉27⽇
■出版社：光⽂社

2014 1⽉5⽇ LIETUVOS rytas LIETUVOS rytas

リトアニアの新聞にリトアニア公演の記事が掲載されました。

■発⾏⽇：2014年1⽉5⽇
■新聞名：LIETUVOS rytas

2014 1⽉23⽇ 京都：コロン アド・プラネット

「京都：コロン」2⽉号にインタビュー記事が掲載されています。

■雑誌名：「京都：コロン」
■出版社：株式会社アド・プラネット

2014 1⽉24⽇ GQ JAPAN Condé Nast Japan

「GQ JAPAN」2014年3⽉号にヴァチカン国際⾳楽祭についての記事が掲載予定です。

■雑誌名：GQ JAPAN
■発売⽇：2014年1⽉24⽇（⾦）発売
■出版社：Condé Nast Japan

2014 1⽉26⽇ ⼤分合同新聞 ⼤分合同新聞

⼤分合同新聞に、⼤分県知事との対談が掲載予定です。
※1⽉1⽇放送 ＴＯＳ新春知事対談「⼤分ルネサンス」より

■発売⽇：2014年1⽉26⽇予定
■出版社：⼤分合同新聞

2014 3⽉26⽇ 朝⽇新聞朝刊 朝⽇新聞

3⽉26⽇朝⽇新聞朝刊「キリシタンに脚光」の中でローマ法王のスピーチと共にオラショの記事も掲載され
ています。
その中で、昨年11⽉、サン・ピエトロ⼤聖堂での枢機卿⾳楽ミサでオラショを復元演奏したことが紹介さ
れています。

■発⾏⽇：2014年3⽉26⽇（⽔）
■新聞社：朝⽇新聞
■朝⽇新聞デジタル（無料登録要）：http://www.asahi.com/articles/DA3S11049101.html

2014 5⽉1⽇ ⻄⽇本新聞 ⻄⽇本新聞

⻄⽇本新聞（5⽉1⽇）に、8⽉23⽇平⼾での「⻑崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推進コン
サートの記事が掲載されました。

■発⾏⽇：2014年5⽉1⽇
■新聞社：⻄⽇本新聞

2014 6⽉8⽇ 聖教新聞 聖教新聞 6⽉8⽇（⽇）の聖教新聞にインタビュー記事が掲載されています。

2014 8⽉9⽇ Hanna9⽉号 Hanna

Hanna9⽉号に下記公演のインタビュー記事が掲載されています。

■発⾏⽇：2014年8⽉9⽇（⼟）
■雑誌名：Hanna9⽉号

2014 9⽉2⽇ 雑誌「サラサーテ」第60号（2014年10⽉号） 雑誌「サラサーテ」

雑誌「サラサーテ」第60号（2014年10⽉号）の巻頭インタビューに掲載されます。

■発売⽇：2014年9⽉2⽇
■雑誌名：「サラサーテ」第60号（2014年10⽉号）



2014 10⽉20⽇ ⽇経インテレッセ 11⽉号 ⽇経ピーアール
⽇経インテレッセ11⽉号の表紙にインタビュー記事が掲載されています。

■URL：http://www.nikkeipr.co.jp/interesse/index.html

2014 11⽉7⽇ ⻑崎⼤学リレー講座に関して ⻑崎新聞
11⽉7⽇⻑崎新聞に⻑崎⼤学リレー講座の記事が掲載されました。

■関連動画：http://youtu.be/VhPPOxi20MI

2014 12⽉10⽇ 雑誌「ハンナ」2015年1⽉号 ハンナ
雑誌「ハンナ」2015年1⽉号に「ヴァチカン国際⾳楽祭 2014」の記事が掲載されます。

■ハンナHP：http://www.chopin.co.jp/Hanna/

2014 12⽉13⽇
ヴァチカン国際⾳楽祭2014に関する記事

／宇部⽇報（⼭⼝県）
宇部⽇報 宇部⽇報（⼭⼝県）にヴァチカン国際⾳楽祭2014の記事が掲載されました。

2014 12⽉19⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース
座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜

産経新聞

「⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース 座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演
〜」のインタビュー記事が掲載されています。

■掲載⽇：2015年1⽉4⽇
■新聞社：産経新聞

2015 1⽉4⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース
座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜

産経新聞

「⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース 座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演
〜」のインタビュー記事が掲載されています。

■掲載⽇：2015年1⽉4⽇
■新聞社：産経新聞

2015 1⽉15⽇ 丸紅グループ広報誌「M-SPIRIT」 丸紅グループ広報誌
丸紅グループ広報誌「M-SPIRIT」（2015年1⽉15⽇発⾏）の「真の国際⼈とは」コーナーにインタビュー
記事が掲載されています。

2015 1⽉16⽇ 中⽇新聞⼣刊 中⽇新聞
2015年 3⽉21⽇愛知県芸術劇場での「⻄本智実指揮 ロイヤルチェンバーオーケストラ 名古屋特別公演」
の記事が掲載されています。

2015 1⽉23⽇
3/1 北上市さくらホール「ロメオとジュリエッタ」公

演
岩⼿⽇報、岩⼿⽇⽇新聞

3⽉1⽇北上市さくらホールでの「ロメオとジュリエッタ」公演についての記事が掲載されています。
また、1⽉21⽇に同ホールで⾏われた「ロメオとジュリエッタの愛を語る」の様⼦も紹介されています。

■掲載⽇：2015年1⽉23⽇
■掲載新聞：岩⼿⽇報、岩⼿⽇⽇新聞
■岩⼿⽇報WEBNEWS：
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20150123_10

2015 1⽉31⽇ GO GLOBAL JAPAN EXPO ⽇本経済新聞

2014年12⽉21⽇に開催された「GO GLOBAL JAPAN EXPO」の記事が掲載されています。

■2015年1⽉24⽇ ⽇本経済新聞
■2015年1⽉25⽇ 毎⽇新聞
 http://sp.mainichi.jp/shimen/news/m20150125ddm010100008000c.html
■2015年1⽉29⽇ 読売新聞
■2015年1⽉30⽇ 朝⽇新聞
■2015年1⽉31⽇ 産経新聞

ヴァチカン国際⾳楽祭の主催財団から名誉賞を授与された記事が掲載されております。

■毎⽇新聞
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040056000c.html
■産経新聞
http://www.sankei.com/smp/world/news/141023/wor1410230024-s.html
■デイリー東北新聞社
http://www.daily-tohoku.co.jp/life/2014102301001688.html
■京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141023000126
■中⽇新聞
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014102301001688.html
■47NEWS
http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014102301001688.html
■愛媛新聞
http://www.ehime-np.co.jp/news/kyodo/20141023/ky2014102301001688.html
■四国新聞社
http://www.shikoku-np.co.jp/national/culture_entertainment/print.aspx?id=20141023000542
■千葉⽇報
http://www.chibanippo.co.jp/newspack/20141023/221095
■スポーツ報知
http://www.hochi.co.jp/topics/20141023-OHT1T50230.html
■⼭陰中央新報
http://www.sanin-chuo.co.jp/modules/news/article.php?storyid=1298020014.html
■⻄⽇本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nlp/showbiz_news/article/122443
■infoseek
http://news.infoseek.co.jp/article/23kyodo2014102301001702
■⼭形新聞
http://yamagata-
np.jp/news_core/index_pr.php?kate=Culture_Entertainment&no=2014102301001688
■静岡新聞
http://www.at-s.com/news/detail/1174135178.html
■北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/entertainment/570281.html
■新潟⽇報
http://www.niigata-nippo.co.jp/world/lifestyle/20141023141608.html
■The Japan Times
http://www.japantimes.co.jp/culture/2014/10/24/entertainment-news/japanese-conductor-
nishimoto-honored-vatican-music-festival/#.VFC2BGNxmUk

各種メディア「ヴァチカン国際⾳楽祭」名誉賞拝受に関して10⽉29⽇2014



2015 2⽉13⽇
⻄本智実プロデュース 座オペラ in 新橋演舞場 〜

オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演 〜
読売新聞⼣刊

⻄本智実プロデュース 座オペラin新橋演舞場〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜の記事が掲載されていま
す。

■発⾏⽇：2015年2⽉13⽇
■新聞社：読売新聞⼣刊

2015 2⽉13⽇
⻄本智実指揮 ロイヤルチェンバーオーケストラ

名古屋特別公演
朝⽇新聞⼣刊

「⻄本智実指揮 ロイヤルチェンバーオーケストラ 名古屋特別公演」についての記事が朝⽇新聞⼣刊に掲
載されました。

■発⾏⽇：2015年2⽉13⽇
■新聞社：朝⽇新聞

2015 3⽉2⽇ ⻄本智実指揮「ロメオとジュリエッタ」 岩⼿⽇⽇新聞

2015年3⽉1⽇北上市さくらホール ⻄本智実指揮「ロメオとジュリエッタ」公演についての記事が掲載さ
れました。

■掲載⽇：2015年3⽉2⽇（⽉）
■掲載新聞：岩⼿⽇⽇新聞

2015 3⽉8⽇
イルミナート教育プログラム 公開レッスン

やまなしジュニアオーケストラ&イルミナートフィル
⼭梨⽇⽇新聞

⼭梨⽇⽇新聞に、やまなしジュニアオーケストラ&イルミナートフィルの公開レッスンの記事が掲載されま
した。

■掲載⽇：2015年3⽉8⽇（⽇）
■新聞社：⼭梨⽇⽇新聞

2015 4⽉6⽇
⽇⽴製作所発⾏

「レアリタス」Vol.12
⽇⽴製作所

株式会社⽇⽴製作所発⾏の「レアリタス」Vol.12に対談記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2015年3⽉23⽇（⽉）

2015 4⽉14⽇
⻄本智実＆イルミナートフィル／オーチャードホール

第2回定期演奏会
定年時代

media info image
media info image
「定年時代」に「⻄本智実＆イルミナートフィル／オーチャードホール第2回定期演奏会」についてのイン
タビュー記事が掲載されております。

■定年時代HP：
http://www.teinenjidai.com/index.html

2015 4⽉21⽇ 座オペラ「蝶々夫⼈」 東京中⽇スポーツ新聞

2015年4⽉21⽇東京中⽇スポーツ新聞に座オペラ「蝶々夫⼈」について、南座公演・新橋演舞場公演につ
いての記事が
掲載されております。

■発⾏⽇：2015年4⽉21⽇
■新聞社：東京中⽇スポーツ新聞

2015 5⽉11⽇ ⻄本智実＆ブダペスト・フィルハーモニー管弦楽団 Confetti 6⽉号

Confetti 6⽉号に「⻄本智実＆ブダペスト・フィルハーモニー管弦楽団」公演について、マエストロ⻄本の
インタビュー記事が掲載されております。

■ Confetti Website：https://www.confetti-web.com/freepaper/pickup.php

2015 5⽉15⽇
⾼野⼭開創1200年記念慶讃法要

奉納演奏
奈良⽇⽇新聞

「⾼野⼭開創1200年記念慶讃法要 奉納演奏」についての記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2015年5⽉15⽇（⾦）
■新聞社：奈良⽇⽇新聞

2015 6⽉5⽇ オーバード・ホール公演 富⼭新聞朝刊

ブタペスト・フィルとの公演についてのインタビュー記事が掲載されました。

■新聞社：富⼭新聞
■掲載⽇：2015年6⽉5⽇

2015 6⽉6⽇
⻄本智実＆ブダペスト・フィルハーモニー管弦楽団

オーバード・ホール公演
富⼭新聞

6⽉6⽇の富⼭新聞に、6⽉5⽇の富⼭公演の記事が掲載されました。

■新聞社：富⼭新聞
■掲載⽇：2015年6⽉6⽇

2015 6⽉9⽇ オペラ物語 寝床で語る⺟ ⽇本経済新聞

6⽉9⽇の⽇本経済新聞⼣刊に、インタビュー記事が掲載されております。

■新聞社：⽇本経済新聞
■掲載⽇：2015年6⽉9⽇

2015 7⽉21⽇
「SAISON AMERICAN EXPRESS CARD NEWS」8

⽉号
SAISON AMERICAN

EXPRESS CARD NEWS
「SAISON AMERICAN EXPRESS CARD NEWS」8⽉号にインタビュー記事が掲載されております。

2015 8⽉22⽇
Takamiy ソロライブ「2015夏限定 復活バケーショ

ン！」パンフレット
「T-FASHION 2015 NUMÉRO SPÉCIAL」

T-FASHION 2015 NUMÉ
RO SPÉCIAL

Takamiy ソロライブ「2015夏限定 復活バケーション！」パンフレット「T-FASHION 2015 NUMÉRO
SPÉCIAL」に、⾼⾒沢俊彦⽒との対談が掲載されております。

■掲載誌：
Takamiy ソロライブ「2015夏限定 復活バケーション！」パンフレット
「T-FASHION 2015 NUMÉRO SPÉCIAL」
■購⼊⽅法：
8/22（⼟）14:00〜 8/23（⽇）14:30〜
パシフィコ横浜 国⽴⼤ホール コンサートグッズブースにて販売。
8/26（⽔）14:00〜
THE ALFEE Online Shop内「OFFICIAL CONCERT GOODS」にて通信販売を開始。
http://www.alfee.com/onlineshop

2015 9⽉4⽇ 中⽇新聞⼣刊 中⽇新聞⼣刊 2015年9⽉4⽇、中⽇新聞⼣刊にインタビュー記事が掲載されております。

2015 9⽉8⽇ 毎⽇新聞朝刊 名古屋版 毎⽇新聞朝刊 名古屋版

2015年9⽉8⽇（⽕）毎⽇新聞朝刊名古屋版に記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2015年9⽉8⽇（⽕）
■新聞社：毎⽇新聞朝刊 名古屋版

2015 9⽉10⽇ 熊本⽇⽇新聞朝刊 熊本⽇⽇新聞朝刊

2015年9⽉10⽇ 熊本⽇⽇新聞朝刊にインタビュー記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2015年9⽉10⽇
■新聞社：熊本⽇⽇新聞朝刊



2015 9⽉30⽇

⼤阪⾳楽⼤学広報誌『MUSE』９⽉号
September30.2015 ⼤阪⾳楽⼤学広報誌

『MUSE』

⼤阪⾳楽⼤学広報誌『MUSE』９⽉号 スペシャルインタビューに⻄本智実が登場。

■Website：http://www.daion.ac.jp/muse/
■お問い合わせ：TEL 06-6334-2904

2015 10⽉7⽇ 「DAZZLE」 2015年10⽉号 vol.40 DAZZLE インタビュー記事が掲載されております。

2015 10⽉7⽇
「ele」 Elevator Express（三菱エレベーター・エス

カレーター）vol.12
ele インタビュー記事が掲載されております。

2015 10⽉29⽇
〜ローマ法王 聖ヨハネパウロⅡ世 帰天10周年〜
ヴァチカン国際⾳楽祭2015 ローマ教皇代理ミサ

毎⽇新聞⼣刊
2015年10⽉28⽇ サン・ピエトロ⼤聖堂でのミサの記事が掲載されました。

■2015年10⽉29⽇ 毎⽇新聞⼣刊

2015 10⽉30⽇
〜ローマ法王 聖ヨハネパウロⅡ世 帰天10周年〜
ヴァチカン国際⾳楽祭2015 ローマ教皇代理ミサ

読売新聞朝刊
2015年10⽉28⽇ サン・ピエトロ⼤聖堂でのミサの記事が掲載されました。

■2015年10⽉30⽇ 読売新聞朝刊

2015 11⽉20⽇ 読売新聞朝刊 読売新聞朝刊

2015年11⽉20⽇の読売新聞朝刊（北海道版）にインタビュー記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2015年11⽉20⽇
■新聞社：読売新聞

2015 12⽉10⽇ フリーマガジン「intoxicate vol.119」 intoxicate

フリーマガジン「intoxicate vol.119」に、ヴァチカン国際⾳楽祭2015の記事が掲載されております。

■雑誌名：フリーマガジン「intoxicate vol.119」
■発⾏⽇： 2015年12⽉10⽇
■Website：http://mikiki.tokyo.jp/articles/-/9359

2015 12⽉14⽇ AERA 朝⽇新聞出版

朝⽇新聞出版「AERA」2015年12⽉21⽇号に、ヴァチカン国際⾳楽祭2015の記事が掲載されております。

■雑誌名：朝⽇新聞出版「AERA」2015年12⽉21⽇号
■発売⽇：2015年12⽉14⽇

2016 3⽉31⽇ オーバード・ホール20周年記念特別対談 北⽇本新聞（朝刊）

オーバード・ホール20周年記念特別対談の記事が掲載されております。

■発⾏⽇：3⽉31⽇（⽊）
■新聞社：北⽇本新聞（朝刊）
■HP：
http://www.aubade.or.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=b220ecfa3cbb102ab25d24b8b44b036b

2016 7⽉20⽇ 「⾳楽の友」2016年8⽉号 ⾳楽之友社

芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕 についてインタビュー記事が掲載さ
れております。

■雑誌名：「⾳楽の友」2016年8⽉号
■HP：http://www.ongakunotomo.co.jp/magazine/ongakunotomo/

2016 8⽉23⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース
座オペラ in⼤阪松⽵座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上

演〜
⼤阪⽇⽇新聞

『⼤和証券グループ Presents ⻄本智実プロデュース 座オペラ in⼤阪松⽵座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全
幕上演〜』について、 8⽉23⽇の⼤阪⽇⽇新聞に公演の記事が掲載されております。

2016 9⽉22⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

⻄⽇本新聞朝刊

⻄⽇本新聞において、10⽉17⽇熊本での「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナート
フィルハーモニーオーケストラ」についての記事が掲載されました。

■発刊⽇：2016年10⽉22⽇
■新聞社：⻄⽇本新聞朝刊

2016 10⽉5⽇ ⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団 朝⽇新聞⼣刊

2016年10⽉5⽇ 朝⽇新聞⼣刊に「⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団」公演に関する記事が掲載されてお
ります。

■発刊⽇：2016年10⽉5⽇（⽔）
■新聞社：朝⽇新聞⼣刊

2016 10⽉7⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース
座オペラ in ⼤阪松⽵座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全

幕上演〜
読売新聞⼣刊

2016年10⽉7⽇の読売新聞⼣刊に『⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース 座オペラ in ⼤阪
松⽵座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜』のインタビュー記事が掲載されました。

■発刊⽇：2016年10⽉7⽇（⾦）
■新聞社：読売新聞

2016 10⽉18⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

熊本⽇⽇新聞

「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」の様⼦が熊
本⽇⽇新聞 で紹介される予定です。

■発刊⽇：2016年10⽉18⽇（⽕）
■新聞社：熊本⽇⽇新聞朝刊

2016 10⽉21⽇
⻄本智実 ＆ イルミナートフィルハーモニーオーケス

トラ
煌く⾳の旅

⼣刊デイリー新聞社
10⽉16⽇延岡総合⽂化センターにおける「⻄本智実 ＆ イルミナートフィルハーモニーオーケストラ 煌く
⾳の旅」公演の模様が10⽉20⽇「⼣刊デイリー新聞社」に掲載されました。

2016 10⽉25⽇ Forbes JAPAN Forbes JAPAN

10⽉25⽇発売の「Forbes JAPAN」誌に掲載されています。

■発刊⽇：2016年10⽉25⽇（⽕）
■雑誌名：Forbes JAPAN
■ウェブサイト：http://forbesjapan.com/articles/detail/13915

2016 11⽉18⽇ The Japan Times The Japan Times 「The Japan Times」紙にエルサレム交響楽団との公演についての記事が掲載されています。

2016 12⽉27⽇ ⽇経新聞 ⽇経新聞
2017年12⽉27⽇（⽕）⽇経新聞朝刊（全国版）にアステラス製薬の営業本部⻑⽥中信朗⽒との対談記事が
掲載予定です。

2017 2⽉7⽇ ⽇経BP社「DAZZLE」2017年2⽉号 ⽇経BP社 ⽇経BP社「DAZZLE」2017年2⽉号にヴァチカン国際⾳楽祭2016の記事が掲載されています。

2017 2⽉21⽇
INNOVATION CLASSICS 2017 ⻄本智実×⾼⾒沢

俊彦
朝⽇新聞⼤阪本社版⼣刊

2⽉21⽇朝⽇新聞⼤阪本社版⼣刊に、【INNOVATION CLASSICS 2017 ⻄本智実×⾼⾒沢俊彦】東京公演
の記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2017年2⽉21⽇
■新聞社：朝⽇新聞⼤阪本社版⼣刊

2017 3⽉28⽇
ロマノフ王朝の⾄宝 〜華麗なるロシア〜

（家庭画報特別編集）
家庭画報 ロマノフ王朝の⾄宝 〜華麗なるロシア〜（家庭画報特別編集）に特別インタビューが掲載されています。



2017 4⽉21⽇ ⽇本経済新聞「挑戦者の原動⼒」 ⽇本経済新聞

スカイライン60周年広告企画「挑戦者の原動⼒」にインタビュー記事が掲載されております。

■発刊⽇：2017年4⽉21⽇（⾦）
■新聞社：⽇本経済新聞

＜Web＞
⽇経電⼦版広告企画「挑戦者の原動⼒」
http://ps.nikkei.co.jp/nissan2017/

2017 4⽉27⽇ Oggi 6⽉号「The Turning Point」 ⼩学館
Oggi 6⽉号「The Turning Point」にインタビュー記事が掲載されております。

■Web：http://oggi.tv/magazine/

2017 5⽉1⽇
東京医師⻭科医師協同組合
「医⻭協MATE」NO.300

東京医師⻭科医師協同組合
東京医師⻭科医師協同組合「医⻭協MATE」NO.300 にインタビュー記事が掲載されております。

※⼀般配布はございませんので、ご了承ください。

2017 6⽉23⽇ myJINO 6⽉号 myJINO
「myJINO 6⽉号」にインタビュー記事が掲載されております。

■Web：http://www.myjino.com/campaign/20th/vol10.php
2017 8⽉3⽇ 週刊⽂春 8⽉10⽇号 週刊⽂春 「週刊⽂春」8⽉3⽇発売・8⽉10⽇号「家の履歴書」にインタビュー記事が掲載されます。

2017 8⽉25⽇
⻄本智実総合プロデュース・指揮

INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町
〜」

北⽇本新聞朝刊

⻄本智実総合プロデュース・指揮 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」の記者発表が
2017年8⽉24⽇に⾏われ、記事が北⽇本新聞朝刊に掲載されました。

■掲載⽇：2017年8⽉25⽇
■掲載紙：北⽇本新聞朝刊

2017 8⽉28⽇ 雑誌「AERA」 AERA

雑誌「AERA」に【⻄本智実総合プロデュース・指揮 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩
町〜」】公演告知が掲載されます。⻄本による制作ノートも掲載されます。

■雑誌名：AERA
■掲載号：8⽉28⽇号、9⽉4⽇号、9⽉11⽇号、9⽉16⽇号

2017 10⽉2⽇
⻄本智実総合プロデュース・指揮

INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町
〜」

北⽇本新聞

10/1（⽇）⻄本智実総合プロデュース・指揮 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」の
記事が掲載されております。

■発⾏⽇：2017年10⽉2⽇（⽉）
■新聞社：北⽇本新聞

2017 10⽉7⽇ プレジデントウーマン PRESIDENT

10⽉7⽇発⾏の「プレジデントウーマン 2017年11⽉号 Vol.31」インタビュー記事が掲載されておりま
す。

■雑誌名：プレジデントウーマン 2017年11⽉号 Vol.31
■発⾏⽇：10⽉7⽇

http://www.president.co.jp/woman/new/

2017 11⽉4⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2017
（イタリア）Ciociaria

Editoriale Oggi
⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ&イルミナート合唱団の演奏により、ヴァチカ
ン国際⾳楽祭2017の幕が上がる旨、現地の新聞に掲載されています。

2017 11⽉4⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2017
（ヴァチカン）Ciociaria

Editoriale Oggi
⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ&イルミナート合唱団の演奏により、ヴァチカ
ン国際⾳楽祭2017の幕が上がる旨、現地の新聞に掲載されています。

2017 11⽉17⽇
⻄本智実総合プロデュース・指揮

INNVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町
〜」

⾳楽の友

2017年10⽉1⽇ オーバード・ホールでの世界初演オペラ「⻄本智実総合プロデュース・指揮 INNVATION
OPERA ストゥーパ 〜新卒塔婆⼩町〜」の公演レポート記事が掲載されます。

■発売⽇：2017年11⽉17⽇
■雑誌名：⾳楽の友／12⽉号

https://www.ongakunotomo.co.jp/magazine/ongakunotomo/yokoku.php

2017 12⽉3⽇
⽇経マガジンスタイル

Christmas Special 2017 ⼼華やぐ、ホリデーシーズ
ンの訪れ。

⽇本経済新聞社
インタビュー記事が「⽇経マガジンスタイル Christmas Special 2017 ⼼華やぐ、ホリデーシーズンの訪
れ。」に掲載されています。

2017 12⽉10⽇ intoxicate vol.131 TOWER RECORDS

intoxicate vol.131 （発⾏2017年12⽉10⽇）に⻄本智実総合プロデュース・指揮 INNOVATION
OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」公演レポートが掲載されています。

■Website：http://tower.jp/mag/intoxicate

2017 12⽉31⽇ 婦⼈画報 2018年2⽉号 婦⼈画報 婦⼈画報 2018年2⽉号にインタビュー記事が掲載されております。

2018 1⽉10⽇ もしもししんぶん 2018年1⽉1⽇号 もしもししんぶん
もしもししんぶん（2018年1⽉1⽇号）にインタビュー記事が掲載されています。

■配布エリア：和泉、泉⼤津、⾼⽯、忠岡
2018 1⽉15⽇ ⽇本経済新聞 ⽇本経済新聞社 2018年1⽉15⽇、⽇本経済新聞⼣刊にヴァチカン国際⾳楽祭等について掲載されました。

2018 1⽉18⽇ クラシック情報誌「ぶらあぼ」2018年2⽉号 ぶらあぼ

クラシック情報誌「ぶらあぼ」2018年2⽉号の表紙に掲載されております。
「芸術監督・台本・指揮 ⻄本智実 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」

http://ebravo.jp/archives/40283

2018 2⽉27⽇ 「Best Engine」Vol.5
伊藤忠テクノソリューショ

ン株式会社

伊藤忠テクノソリューション株式会社の技術情報誌『Best Engine』Vol.5（2018年2⽉発⾏）に、CTC社
⻑・菊地哲⽒とマエストロ⻄本智実の対談記事が掲載されております。

特集「リーダーとして、今求めるべきもの」

2018 3⽉22⽇ ぶらあぼ4⽉号 東京MDE

ぶらあぼ4⽉号に『芸術監督・台本・作曲補・指揮 ⻄本智実 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔
婆⼩町〜」』に向けてのインタビュー記事が掲載されています。

■web：http://ebravo.jp/digitalmagazine/bravo/201804/html5.html#page=36

2018 4⽉21⽇ ⾳楽の友 6⽉号 ⾳楽之友社

「⾳楽の友 6⽉号」に、2018年4⽉21⽇東京⽂化会館での「INNOVATION OPERA『ストゥーパ〜新卒塔
婆⼩町〜』」の公演レポートが掲載されています。

https://www.ongakunotomo.co.jp/magazine/ongakunotomo/



2018 5⽉18⽇ ⽉刊ハンナ 6⽉号 ハンナ
⽉刊ハンナ 6⽉号「第14回舞台美術展」のコーナーに、【INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆
⼩町〜」】の舞台写真が掲載されております。

2018 6⽉25⽇ ⼥性⾃⾝ ⼥性⾃⾝

2018年6⽉26⽇発売「⼥性⾃⾝」の『シリーズ⼈間』にインタビュー記事が掲載されます。

併せて、Websiteにも掲載されております。
■https://jisin.jp/domestic/1644946/
■https://jisin.jp/domestic/1644958/

2018 6⽉25⽇ カンフェティ 8⽉号 Vol.164 カンフェティ
「カンフェティ 8⽉号 Vol.164」7⽉2⽇配布に、ロシア国⽴交響楽団（スヴェトラーノフ・オーケスト
ラ）⽇本ツアーに向けてのインタビュー記事が掲載されます。

2018 8⽉6⽇ Confetti Vol.165
LONGRUN PLANNING

Corporation

Confetti (カンフェティ) 2018年9⽉Vol.165 に バレエ「ロミオとジュリエット」8⽉22⽇ 新国⽴劇場
公演に向けてのインタビュー記事が掲載されております。

■関連サイト：https://www.confetti-
web.com/freepaper/viewer/confetti_sassi.php?sassi_id=165#page/1

2018 9⽉14⽇ 中国の雑誌「三聯⽣活週刊」 三聯⽣活週刊
インタビュー記事が4ページにわたって 中国の雑誌「三聯⽣活週刊」2018年第34期（8⽉27⽇発売、総第
1001期号）に掲載されました。

2018 9⽉28⽇
2018 BVLGARI AVRORA AWARDS
「ブルガリ アウローラ アワード」

ELLE

2018 BVLGARI AVRORA AWARDS「ブルガリ アウローラ アワード」の受賞者として紹介されました。

■AWARDEE ⻄本智実（指揮者）
■RECOMMENDER 湯川れい⼦（⾳楽評論家）

■ELLE11⽉号 2018年9⽉28⽇発売
■ELLEサイト：https://sp.elle.co.jp/fashion/bulgari/1803/

2019 1⽉5⽇ ⼣刊「マチタビ」 読売新聞⼤阪本社
読売新聞⼤阪本社発⾏・⼣刊「マチタビ」にインタビュー記事が掲載されます。

■発⾏⽇：2019年1⽉5⽇

2019 2⽉1⽇ Whenever上海2⽉号 Whenever

「Whenever上海2⽉号」にインタビュー記事が掲載されます。

■発⾏⽇・配布⽇：2⽉1⽇
※上海市内の⽇本料理店や⽇本⼈が多く⾏くレストラン、スーパーなどで配布されます。

2019 5⽉22⽇ THE HILTON PLAZA SUMMER Vol.26 THE HILTON PLAZA 「THE HILTON PLAZA SUMMER Vol.26」インタビュー記事が掲載されています。



年 ⽇付 メディア名 メディア種 内容

2008 1⽉2⽇ エコノWOMAN Web Site WEBSITE

「エコノWOMAN Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「エコノWOMAN/ ⽇経CNBC」のWebサ
イト。

経営者や政治家などあらゆるジャンルで活躍する⼥性をゲストにむかえ、⼥性として輝く秘訣、苦労からオ
フの過ごし⽅まで、あらゆる切り⼝で本⼈に迫っていく。

サンクトペテルブルグに単⾝留学し、デビュー後はロシアのオーケストラやオペラ劇場で指揮者となり、
ニューズウィーク「尊敬される⽇本⼈ベスト100」にも選ばれる⻄本に「⼥性指揮者」としての苦労等を
前・後編に分けて伺った。

エコノWOMAN Web Site
http://www.nhk.or.jp/kagaijugyou/

2008 8⽉31⽇ 課外授業 ようこそ先輩 Web Site WEBSITE

「課外授業 ようこそ先輩 Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「課外授業 ようこそ先輩/
NHK」のWebサイト。

様々なジャンルの第⼀線で活躍する著名⼈が、ふるさとの⺟校を訪ね、後輩たちのためにとっておきの授業
を⾏う。授業は通常２⽇間、リハーサルなしの真剣勝負です。内容や仕掛けは、先輩によって実に多彩。⼈
⽣で得たこと、創造の秘密、専⾨分野の⾯⽩さなどを、独⾃の⽅法で解き明かす。そんな先輩 の思いがこ
もった授業を、⼦どもたちはどう受け⽌めるのか？そこには毎回、思いがけない発⾒と感動がある。

「最後はオーケストラに向かって指揮をします！」舞台は⼤阪⾳楽⼤学オペラハウス、オーケストラ総勢７
０⼈、演⽬はチャイコフスキー「⽩⿃の湖」。そして、指揮者はもちろん６年⽣の⼦どもたち！でも、実際
やってみたら、やっぱり「指揮」って⼤変だった！指揮をする前にまず、指揮台の上にあがることにガチガ
チに緊張する⼦どもたち。

台の真ん中に⽴てない・・・
振ってた指揮棒が⾶んじゃった・・・

⼤舞台に向かう⼦どもたちに、⻄本智実さんが今回の授業で経験してほしいこと。
それは、何かをやれたという⾃信、指揮台の２０ｃｍを “1歩踏み出す勇気”。

課外授業 ようこそ先輩 Web Site
http://www.nhk.or.jp/kagaijugyou/archives/archives268.html

2008 11⽉30⽇ ソロモン流 Web Site WEBSITE

「ソロモン流 Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「ソロモン流/ テレビ東京」のWebサイト。

さまざまなジャンルで強烈なこだわりを持ち、輝きを放つ、今、最も注⽬される旬の⼈物の仕事や⽣活に密
着していく。

現在、指揮者としての活動はもとより、テレビ・ラジオ出演や雑誌の取材などで多忙を極める⻄本智実。そ
んな⽇本で最も注⽬される⼀⼈である⻄本の仕事の裏側、オフの過ごし⽅など知られざる素顔に密着した。

⻄本の指揮は、「⽬をつぶることができない指揮」「華麗な指揮さばき」「作曲家の意図する⾳楽を分かり
やすく伝える指揮」など絶賛されている。しかしながら、輝かしい活躍の裏側では本番前ストイックに⾳楽
に向き合う⻄本の姿があった。性別や国籍を意識するのではなく、⾳楽に真正⾯から向き合うことでのみ、
より崇⾼な表現ができると信じているからだ。⻄本の⾳楽への探究⼼や⾳楽に真摯に向き合う姿勢は感嘆に
値する。

オフの⽇、⻄本は他分野で活躍する⼈達と交流を深めている。リラックスした中ではあるが、互いの感性を
刺激しあえているのが伺えた。⻄本の指揮に感じる表現の豊かさ、深さの理由の⼀端であろう。⻄本のライ
フスタイルは、全て⾳楽に通じているのだ。

ソロモン流 Web Site
http://www.tv-tokyo.co.jp/solomon/

Website



2008 5⽉10⽇ クエスト〜探究者たち〜 Web Site WEBSITE

「クエスト〜探究者たち〜 Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「クエスト〜探究者たち〜/
WOWOW」のWebサイト。

エンターテインメント性に溢れ、現役で活躍している“スゴイ⼈”に毎回フォーカスをあて、その⽣き⽅や⽣
き様を追い、その哲学を深く掘り下げていく。

⻄本智実38歳、⼥性指揮者。
ロシア国⽴サンクトペテルブルク⼤学に留学したのは1996年のこと。ウィーンでもなく、パリでもなく、
敢えて厳しいロシアを選んだのはなぜか。そこに、彼⼥が求める⾳楽の⾏⽅が隠されている。

世界を舞台に活躍する⻄本の⽇常は、全て⾳楽に費やされている。テレビコマーシャルでも⾒せる、華麗な
舞台に対し、彼⼥の⽣活はきわめて質素で堅実だ。彼⼥がデビュー以来⾏ってきた『儀式』にもその⼀端が
伺える。それは本番前の『瞑想』―無⼼になること。もうこの世にいない作曲家とのコミュニケーションを
楽譜だけで⾏う指揮者（⻄本智実）の知られざる儀式である。努⼒の果てに、努⼒だけでは⼿にすることが
出来ない境地への挑戦だ。

今年、⻄本はある挑戦をする。それは⼀曲が2時間にも及ぶ⼤作、マーラー作『復活』。マーラーを指揮す
ることは、指揮者にとっては試⾦⽯だ。マーラーに⻄本智実が込めるメッセージ。

それは、「21世紀・地球規模の経済危機からの⼈類の復活！」

クエスト〜探究者たち〜 Web Site
http://www.wowow.co.jp/pg/detail/066233001/

2008 5⽉24⽇ 挑戦者〜NO.1への階段〜 Web Site WEBSITE

「挑戦者〜NO.1への階段〜 Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「挑戦者〜NO.1への階段〜/ テ
レビ朝⽇」のWebサイト。

様々な分野でNo.1を極めた⼈物の達成に⾄るまでの苦難の道のりと挑戦のストーリーを描いていく。彼ら
が⼿にした輝かしい栄光の裏側には、計り知れないドラマが・・・。

指揮者を志した幼少期、オペラの現場でアシスタントをしながら下積みを続ける学⽣時代、単⾝ロシアへ留
学し異国の地で2年間⼀⼈で努⼒した⽇々を振り返る挑戦のストーリー。現在、世界を舞台に活躍する⻄本
が信じてきたのは「暗闇の時ほど、星は輝いて⾒える」ということ。

挑戦者〜NO.1への階段〜 Web Site
http://www.tv-asahi.co.jp/chousensha/bk/090524.html

2008 12⽉31⽇ SUZUKI Drive with Classic WEBSITE

「Drive with Classic」は、世界有数の⾃動⾞メーカー「スズキ」が2006年7⽉に発表した「SX4」の特設
サイト。

今や世界100以上の国々と地域で⾛り、世界を舞台にした展開を図るSX4を、同じく⽇本で⽣まれヨーロッ
パで磨かれ世界を舞台に活躍する⻄本智実が伝えるWebサイト。クラシックをより⾝近に感じてもらいた
いというテーマのもと、初⼼者でも分かるクラシックの楽しみ⽅や、ドライブしながら聴くのにふさわしい
クラシックを季節ごとに⻄本⾃らピックアップしている。

SUZUKI Drive with Classic
http://www.suzuki.co.jp/car/classic/

2010 2⽉20⽇ となりの⼦育て Web Site WEBSITE

「となりの⼦育て Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「となりの⼦育て/ NHK教育」のWebサイ
ト。

現在各界で華々しい活躍を遂げる著名⼈を幼少期から⽀えた親の⼦育て秘話に迫っていく。

現在世界を舞台に活躍する⻄本智実。
その⻄本を幼少期から⽀えた⺟親の⼦育てに迫った。

物⼼つかない⻄本を⺟親は劇場やホールに連れて⾏き、“⽣の演奏”を数多く体験させることにこだわった。
⾳だけではなく、会場の雰囲気や熱気といった実際に⾜を運ばないと体感できないものを教えたのである。
その時の感覚こそ今の⻄本の表現する⾳楽のスケール感につながっている。

さらに、⺟親は⻄本智実が指揮者を志すきっかけとなる出来事を語ってくれた。⺟親が異なる指揮者が奏で
る同じ楽曲を⻄本に聴かせると、その２つの⾳世界を聴き⽐べた⻄本は、両者の⼤きな違いを感じ取り、指
揮者の存在を強く意識するようになった。まさしく指揮者⻄本智実の原点である。

最後に⻄本の⺟親は「⼦育てとは？」という問いに対して、「何より⼦供と⼀緒に楽しむこと」と締めく
くった。

となりの⼦育て Web Site
http://www.nhk.or.jp/tonari/archives/100220.html

2010 4⽉23⽇ 海外⽣活サプリ WEBSITE

「海外⽣活サプリ」は、留学やワーキングホリデーなど海外⽣活で夢を叶えたい⼈に送る情報系応援サイ
ト。

現在世界を舞台に活躍する⻄本智実は、２６歳の時から2年間単⾝ロシアへ⾳楽留学していた。⻄本の幼少
期から現在に⾄るまでの歴史をエピソードを交えインタビュー形式で掲載している。特にロシア留学当時を
詳しく振り返りながら、今後海外での⽣活を考えている⼈々へアドバイスを送っている。

海外⽣活サプリ
http://www.kaigaiseikatsu-supli.jp/message/messe14/page1.html



2010 4⽉25⽇
TOKYO FM プレミアム・クラシック・ナイト

〜 ⻄本智実・夢の第九コンサートへの道
WEBSITE

TOKYO FMが主催するイベント「TOKYO FM プレミアム・クラシック・ナイト〜⻄本智実・夢の第九コ
ンサートへの道」の特設Webサイト。

2⽉21⽇（⽕）予定の「TOKYO FM開局40周年記念 夢の第九コンサート in ⽇本武道館」に向けて、 タ
クトを握る⻄本智実がベートーヴェンの交響曲第9番・通称「第九」の魅⼒に迫ります！

ラジオを聴けばどなたも気軽に合唱参加が可能となるドリーム企画です。この⽉に⼀度のレギュラー番組で
は、毎回素敵なゲストをお呼びして楽しいお話とともにクラシック⾳楽の魅⼒をご紹介。 後半は、⻄本智
実が「第九」を歌うためのコツやポイントを、やさしくわかりやすく指導しています。

東京FMホームページ
http://www.tfm.co.jp/

番組ホームページ
http://www.tfm.co.jp/daiku/

2010 7⽉19⽇ 情熱の系譜 Web Site WEBSITE

「情熱の系譜 Web Site」は、⻄本が出演したテレビ番組「情熱の系譜 /テレビ東京」のWebサイト。

「情熱の系譜」は、テレビ東京で毎週⽉曜夜10時54分から放送されるテレビ番組。現代に⽣きる偉⼈たち
はどのようにして偉業を成し遂げてきたのか、その裏には、先⼈たちから受け継がれる「想い」「智恵」そ
して「情熱」があった。先⼈たちの偉業と対⽐させながら、受け継がれるその「情熱の系譜」を紹介してい
く。

情熱の系譜 Web Site
http://www.youtube.com/user/jkeifu

2011 5⽉13⽇ ロシア国営⾳楽放送局「オルフェイ」 WEBSITE

⻄本智実「指揮をする上で⼀番⼤事にしているのは⾃然さ」

2011年5⽉12⽇・13⽇、スヴェトラーノフ記念ロシア国⽴交響楽団は、⻑く待たれた⽇本公演への出発を
前に、チャイコフスキー・ホールにおいて、この偉⼤な作曲家の⽣誕170年を記念するコンサートを⾏い、
ロシア⾳楽の傑作として⽋かせない代表作である交響曲第五番、オストロフスキーの春の寓話「雪娘」につ
けられた劇⾳楽から３つの⼩品、ピアノ協奏曲第⼀番を演奏した。ピアノ協奏曲のソロは、国際コンクール
で数々の受賞歴を持つヴェドラーナ・コヴァチ（クロアチア）がつとめた。

コンサートが重要な⽂化的意義をもつことになったのには、これが記念祝賀⾏事であるのに加え、もう⼀
つ、特別な事情がある。というのは、この歴史的な⼣べに、主任指揮者であるマルク・ゴレンシュテインが
指揮台を譲り、全プログラムを、最近、⾸席客演指揮者に就任した⻄本智実が指揮することになったのであ
る。 誉れ⾼き交響楽団との初共演でこの⽇本⼈⼥性がおさめた成功については、交響曲第五番の演奏後に
起こったスタンディングオベーション、ステージ上の途⽅もない量の花々が、何よりも雄弁に物語ってい
る。

ロシア国営⾳楽放送局「オルフェイ」
http://www.muzcentrum.ru/news/2011/05/item4883.html

2011 8⽉20⽇
明光義塾と保護者をつなぐ情報WEBマガジン

CRECER 2011 autumn
明光義塾 WEB SITE

エキサイティングなあの⼈の勝負めしに掲載されています。

http://mg-crecer.jp/tp04/tp04/gohan_2011autumn.html

2011 11⽉12⽇
FCI（Fujisankei Communications International,

Inc）
FCI WEBSITE

FCI（Fujisankei Communications International, Inc）にて、 11⽉12⽇・13⽇のウエストチェスター
フィルハーモニックとのアメリカ公演について掲載されています。

■http://www.fujisankei.com/pickup/nishimoto2011.html

2011 11⽉17⽇ ウェストチェスターフィルハーモニック
Westchester

Philharmonic WEBSITE

ウェストチェスターフィルハーモニックのＨＰにアメリカ公演の様⼦が掲載されています。

■http://www.westchesterphil.org/november.asp

また、ページ下段の See some photos from the event here. から現地での活動の様⼦が閲覧できます。

2011 11⽉17⽇ グリニッジ⽇本⼈学校を訪問
Greenwich Time

WEBSITE

グリニッジ⽇本⼈学校を訪問したことが掲載されています。

http://www.greenwichtime.com/search/?action=search&channel=regional&search=1&firstRequ
est=1&query=tomomi+nishimoto&searchindex=property&x=20&y=5

2011 12⽉13⽇
イープラス 「ウクライナ国⽴オデッサ歌劇場 トゥー

ランドット公演」
イープラス WEBSITE

イープラスのウェブサイトに「ウクライナ国⽴オデッサ歌劇場 トゥーランドット公演」が紹介されていま
す。

■イープラス
http://eplus.jp/sys/T1U89P0101P006001P0050001P002058363P0030002P0006

■YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=Zu3f0tIrGQc

2012 5⽉23⽇ ふくしま・みんなの演奏会
ふくしま・みんなの演奏会

WEBSITE

ふくしま・みんなの演奏会へのメッセージが掲載されています。

■URL : http://www.kibouproject.com/index.html

2012 8⽉31⽇
助けあいジャパン 3.11復興⽀援プロジェクト 情

報レンジャー
助けあいジャパン情報レン

ジャー WEBSITE

8⽉18⽇・19⽇に⾏われた「ふくしま・みんなの演奏会」の様⼦やインタビューが「助けあいジャパン
3.11復興⽀援プロジェクト 情報レンジャー」のウェブサイトに掲載されています。

■URL : http://inforanger.tasukeaijapan.jp/fukushima/

2012 9⽉20⽇ FOUNTAINS The magazine of JAL Hotels JAL HOTELS
「FOUNTAINS The magazine of JAL Hotels vol.65」に掲載されています。

■Website URL：http://www1.jalhotels.com/jp/fountains/ebook65/index.html#page=81



2012 9⽉27⽇ BARKS WEB
インタビューが掲載されています。

■URL：http://www.barks.jp/

2012 10⽉11⽇ 「朝⽇新聞デジタル」 朝⽇新聞

Webサイト「朝⽇新聞デジタル」にてインタビューが掲載されています。

■朝⽇新聞デジタル舞台
http://www.asahi.com/showbiz/stage/spotlight/OSK201210100056.html

■Astandスターファイル（インタビュー全動画）
http://astand.asahi.com/entertainment/starfile/OSK201210100061.html

■朝⽇新聞デジタルショッピング（ブルーレイ・ＤＶＤ・ＣＤ紹介）
http://www.asahi.com/shopping/music/special/TKY201210100385.html

2012 10⽉20⽇ 「FAUST」 FAUST WEBSITE
FAUSTのWEBSITEにインタビューが掲載されています。

■URL：http://www.faust-ag.jp/interview/

2012 10⽉30⽇ 「e+ CLASSIX」 イープラス
イープラスのクラシック総合情報サイト「e+ CLASSIX」にインタビュー記事が掲載されています。

■URL：http://classical.eplus2.jp/article/299118438.html

2012 11⽉7⽇ 「チケットぴあ」 チケットぴあ

「チケットぴあ」のサイトにインタビュー記事が掲載されています。

■URL：http://t2.pia.jp/interview/classic/yumenodaiku2012.jsp

2012 11⽉10⽇ 「朝⽇新聞デジタル」 朝⽇新聞デジタル

朝⽇デジタルに「イルミナートフィルハーモニーオーケストラ結成記念コンサート」の公演評が掲載されて
います。

■朝⽇新聞デジタル舞台ページ（無料）
http://www.asahi.com/showbiz/stage/spotlight/OSK201211090053.html

■フォトギャラリー
http://www.asahi.com/showbiz/stage/gallery/121109/

2012 11⽉14⽇ チケットぴあ ニュース チケットぴあ Website

チケットぴあのオフィシャルウェブサイトに、「イルミナートフィルハーモニーオーケストラ結成記念コン
サート」の公演評が掲載されています。

■URL：http://ticket-news.pia.jp/pia/news.do?newsCd=201211090003

※チケットぴあニュースは、Yahoo、MSN、mixi、Livedoor、アメーバ、YOMIURI ONLINE、
Google、asahi.com、OKGuide、ウーマンエキサイト、COBS ONLINEにも配信されています。

2012 12⽉1⽇ 産経新聞デジタル版 SankeiBiz

SankeiBiz（産経新聞デジタル版）にジャパネットたかたによる⻄本智実指揮「ロメオとジュリエッタ」公
演のチケット販売について掲載されています。

■SankeiBiz：http://www.sankeibiz.jp/business/news/121130/bsd1211302041015-n1.htm

■Yahoo! News：http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121130-00000583-san-bus_all

2012 12⽉14⽇ YOMIURI ONLINE YOMIURI ONLINE
YOMIURI ONLINEに夢の第九の記事が掲載されています。

http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/music/mnews/20121210-OYT8T00603.htm?from=tw

2012 12⽉18⽇
Ustream ⽣放送

「TOKYO FM 夢の第九コンサート2012
presented by SUZUKI」

Ustream

TOKYO FM 夢の第九コンサート２０１２の模様がUstreamにて完全⽣放送される予定です。

http://www.ustream.tv/channel/tokyo-fm-
%E5%A4%A2%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%B9%9D%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83
%BC%E3%83%882012

■⽇時：2012年12⽉18⽇（⽕）19:00〜
■備考：詳細はTOKYO FM公式HPをご参照ください。
■東京FM：http://www.tfm.co.jp/daiku/index.html

2012 12⽉22⽇ 朝⽇新聞別刷り「be」の「ベルばらkids」 朝⽇新聞デジタル
朝⽇新聞別刷り「be」の「ベルばらkids」に掲載されています。

■URL：http://www.asahi.com/news/intro/TKY201212040449.html?id1=3&id2=cabcbcai

2012 12⽉30⽇
TOKYO FM 夢の第九コンサート2012 supported

by SUSUKI
SUZUKI WEBSITE

TOKYO FM 夢の第九コンサート2012 supported by SUSUKI のダイジェスト映像 練習会からリハーサ
ル本番まで夢の第九への道のりが配信されています。

■URL：http://www.suzuki.co.jp/car/information/daiku/index.html

2013 2⽉28⽇ billboard JAPAN
billboard JAPAN

Website

billboard JAPANのサイトに2013年2⽉28⽇「安藤裕⼦×⻄本智実スペシャルプレミア・シンフォニッ
ク・コンサート」公演の様⼦が紹介されています。

■URL：
http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/10490?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

2013 4⽉19⽇ 「イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」動画
イルミナートフィルハーモ

ニー オーケストラWEB

イルミナートフィルハーモニーオーケストラのホームページにて、コンサートの様⼦やリハーサルの様⼦の
動画をご覧いただけます。

■イルミナートフィルハーモニーオーケストラURL
 http://illuminartphil.com/movie.html#prettyPhoto

2013 4⽉21⽇ 北上市さくらホール 第九合唱練習会
YOMIURI ONLINE、岩⼿

⽇⽇新聞社

4⽉20⽇（⼟）北上市さくらホールでの第九合唱練習会の様⼦が紹介されています。

■岩⼿⽇⽇新聞社：
http://www.iwanichi.co.jp/kitakami/item_34193.html

■YOMIURI ONLINE：
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news/20130420-OYT8T01131.htm?from=tw



2013 5⽉17⽇ 「BARKS」 BARKS

ミュージックエンタテインメントサイト「BARKS」にヴァチカン国際⾳楽祭のニュース記事が掲載されて
います。

■URL： http://www.barks.jp/news/?id=1000090364

2013 5⽉20⽇ 「CDジャーナル」 ⾳楽出版社
「CDジャーナル」にヴァチカン国際⾳楽祭のニュースが掲載されております。

■URL：http://www.cdjournal.com/main/news/nishimoto-tomomi/51814

2013 5⽉22⽇ 朝⽇新聞デジタル・スターファイル 朝⽇新聞デジタル

「朝⽇新聞デジタル・スターファイル〈トピックス〉」にヴァチカン国際⾳楽祭への出演、「オラショ」の
演奏についての記事が掲載されています。

■URL：http://astand.asahi.com/entertainment/starfile/OSK201305200041.html

2013 6⽉23⽇ 岩⼿⽇報 WebNews 岩⼿⽇報
「岩⼿⽇報 WebNews」に6⽉23⽇北上市さくらホールでの第九演奏会の記事が掲載されています。

■URL：http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20130624_1

2013 7⽉10⽇ 産経ニュース msn産経ニュース

2014年1⽉のリトアニアでの公演について紹介されております。

■Website：産経ニュース
■URL：
http://sankei.jp.msn.com/smp/entertainments/news/130526/ent13052609110006-s.htm

2014 3⽉24⽇ 三菱電機
三菱電機オフィシャルサイ

ト

三菱電機のサイトにインタビュー記事が掲載されております。

■URL
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/club-diatone/usersvoice/interview06_01.html

■備考
公演情報：「⽩⿃の湖」の開演時間が変更となっております。ご注意ください。
8⽉16⽇（⼟）16:00開演
8⽉17⽇（⽇）14:00開演

2014 4⽉16⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭2014 yahoo

ヴァチカン国際⾳楽祭2014の記事が掲載されております。

■yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140416-00000012-cdj-musi

■CDジャーナル
http://www.cdjournal.com/main/news/-/58485

■ビルボードジャパン
http://www.billboard-japan.com/sp/d_news/detail/19322

2014 4⽉23⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭2014
Festival Internazionale
di Musica e Arte Sacra

ヴァチカン国際⾳楽祭の現地サイトに2014年のプログラムが掲載されております。

■URL：http://www.festivalmusicaeartesacra.net/it/programm.php

2014 5⽉21⽇ 「ヴァチカン国際⾳楽祭2014」再招聘に関する記事
チケットぴあ Yahoo!

ニュース

ヴァチカン国際⾳楽祭2014への再招聘の記事が掲載されています。

■チケットぴあ
http://md-news.pia.jp/pia/news.do?newsCd=201405200020

■Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140520-00000012-pia-ent

2014 7⽉2⽇ YOMIURI ONLINE YOMIURI ONLINE
YOMIURI ONLINE 地域／関⻄発にインタビュー記事が掲載されています。

http://www.yomiuri.co.jp/local/osaka/news/20140629-OYTNT50470.html?from=tw

2014 7⽉24⽇
5th anniversary TOKYO FM 夢の第九コンサート

2014
e+ チケットぴあ

5th anniversary TOKYO FM 夢の第九コンサート2014 についてのインタビュー記事が掲載されていま
す。

■イープラスクラシック
http://classical.eplus2.jp/article/401810358.html

■チケットぴあ
http://t2.pia.jp/interview/classic/yumenodaiku.jsp?utm_source=mail20140724&utm_medium=ot
hers_classic&utm_campaign=nishimoto

2014 8⽉9⽇ 聖ドミニコ学園 Official Website 聖ドミニコ学園
2014年7⽉17⽇に聖ドミニコ学園で⾏われた第18回国際理解教室での講演の様⼦が紹介されています。

■URL：http://t.co/729AQaPmtm

2014 8⽉12⽇
⻄本智実×中井美穂対談

イルミナートバレエ＆イルミナートフィル『⽩⿃の
湖』〈全４幕〉

BUTAKOME

⻄本智実×中井美穂対談☆イルミナートバレエ＆イルミナートフィル『⽩⿃の湖』〈全４幕〉
中井美穂のヅカヅカ⾏くわよ♪ |サンケイリビング新聞社のエンタメサイト「舞台袖より愛をこめて」

対談記事が掲載されています。

■URL：http://ent.living.jp/column/nakai/26961/
■URL：http://billboard-cc.com/classics/2014/06/cd40.html

2014 9⽉10⽇
billboard JAPAN

「⻄本智実×Bunkamura」
billboard JAPAN

2014年9⽉9⽇に⾏われた「⻄本智実 イルミナートフィル オーチャードホール定期演奏会」についての
記者懇親会の模様が紹介されています。

■URL：http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/22399

2014 10⽉15⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2013
Festival Internazionale
di Musica e Arte Sacra

現地のホームページに、昨年のヴァチカン国際⾳楽祭の様⼦が紹介されています。

■Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra
http://www.festivalmusicaeartesacra.net/it/index.php



2014 10⽉29⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2014 各種メディア

「ヴァチカン国際⾳楽祭 2014」のミサ及び演奏会についての記事が掲載されています。

■産経ニュース
http://www.sankei.com/world/news/141025/wor1410250016-n1.html

■⽇刊スポーツ
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp1-20141025-1387028.html

■産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/131110/ent13111008210001-n1.htm

■毎⽇新聞
http://mainichi.jp/enta/news/m20141026k0000m040016000c.html

■47ニュース
http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014102501001184.html

■yahoo ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141029-00023507-exp-musi

■岐⾩新聞
http://www.gifu-np.co.jp/tokusyu/entertainment/entame20141025_1.shtml

■ビルボードジャパン
http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/23507

2014 11⽉13⽇ ビルボードジャパン ビルボードジャパン

ビルボードジャパンのHPに、ヴァチカン国際⾳楽祭の主催財団からの【名誉賞】の受賞について紹介され
ています。

■ビルボードジャパンHP：http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/23507

2014 11⽉19⽇
「ヴァチカン国際⾳楽祭 2014」に関する現地サイト

の記事
ヴァチカンの現地サイト

ヴァチカン国際⾳楽祭2014について、現地サイトで記事が掲載されています。

■ http://t.co/Tm8DMZpA0m
■ http://t.co/XVvx3n9grW

2014 11⽉22⽇ ⽇本経済新聞（web） ⽇本経済新聞

⽇本経済新聞のweb版に、11/14の⻄本智実/イルミナートフィル・オーチャードホール定期演奏会の記事
が掲載されています。

■⽇本経済新聞：http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXMZO79939840Q4A121C1000000/

2014 12⽉19⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロディース
座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜

松⽵ Website

「⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロディース 座オペラin南座 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演
〜」公演の告知動画が松⽵のHPに掲載されています。

■告知動画
http://t.co/nadGgC04XD

■松⽵株式会社HP
http://www.shochiku.co.jp/play/minamiza/schedule/2015/1/_in_11.php#tab03…

2014 12⽉19⽇
「教育管理職セミナー」

【第⼀部 ⽂化⼒の可能性 〜東洋⻄洋 ⽂化⼒での
真のつながり〜】

⽇本証券業協会

2014年10⽉18⽇「教育管理職セミナー」 【第⼀部 ⽂化⼒の可能性 〜東洋⻄洋 ⽂化⼒での真のつな
がり〜】 の講演概要が紹介されております。

■⽇本証券業協会HP
http://www.jsda.or.jp/manabu/seminar/principal_movie.html

2015 1⽉3⽇ 新春座談会 渋⾕区
桑原渋⾕区⻑との新春座談会の様⼦がしぶや区ニュース新年特集号に掲載されています。

■渋⾕区HP：https://t.co/UFi3n6RUH7

2015 1⽉9⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース

座オペラin新橋演舞場〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演
〜

イープラス

⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース「座オペラin新橋演舞場 〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕
上演〜」についての記事が掲載されています。

■イープラス：http://classical.eplus2.jp/s/article/411941321.html

2015 1⽉23⽇
⻄本智実／イルミナートフィル ・オーチャードホー

ル
第２回定期演奏会

January23.2015
Japan
Japan

Bunkamura HP

「⻄本智実／イルミナートフィル ・オーチャードホール 第２回定期演奏会」につ いての特集ページが
BunkamuraHPにて掲載されています。

■Bunkamura HP
http://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/15_nishimoto.html

2015 2⽉14⽇
⻄本智実指揮 ロイヤルチェンバーオーケストラ

名古屋特別公演
朝⽇デジタル

「⻄本智実指揮 ロイヤルチェンバーオーケストラ 名古屋特別公演」についての記事が朝⽇デジタルに掲
載されています。

■朝⽇デジタル：http://www.asahi.com/sp/articles/ASH245K25H24OIPE01H.html

2015 2⽉23⽇ ヴァチカン美術館 4K/3D天国への⼊⼝ シネマトゥデイ 他

「ヴァチカン美術館 4K/3D天国への⼊⼝」試写会での様⼦が紹介されています。

■シネマトゥデイ：http://t.co/o76F4ALX2V
■ウォーカープラス：http://t.co/WxECViCP68

2015 3⽉7⽇
イルミナート教育プログラム 公開レッスン

やまなしジュニアオーケストラ&イルミナートフィル
⼭梨⽇⽇新聞電⼦版

⼭梨⽇⽇新聞電⼦版に2015年3⽉7⽇に⾏われたイルミナート教育プログラム「やまなしジュニアオーケス
トラ&イルミナートフィルの公開レッスン」の記事が掲載されています。

■⼭梨⽇⽇新聞電⼦版：
http://www.sannichi.co.jp/article/2015/03/07/80011279

2015 3⽉8⽇
⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース

座オペラin新橋演舞場〜オペラ「蝶々夫⼈」
YOMIURI ONLINE

YOMIURI ONLINEに、2015年5⽉26⽇27⽇の「⼤和証券グループPresents ⻄本智実プロデュース 座オ
ペラin新橋演舞場〜オペラ「蝶々夫⼈」全幕上演〜」についての記事が掲載されています。

■YOMIURI ONLINE：
http://www.yomiuri.co.jp/culture/news/20150216-OYT8T50251.html



2015 3⽉13⽇ オーチャードホール 第2回定期演奏会 オーチャードホール

2015年5⽉6⽇ オーチャードホール第2回定期演奏会へのメッセージが掲載されています。

■オーチャードホールHP
http://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/15_nishimoto/topics/post_4.html

2015 3⽉25⽇
billboard classics World Premium

Robert Glasper Experiment × Tomomi
Nishimoto Symphonic Concert

ビルボードジャパン

2015年6⽉8⽇東京芸術劇場公演 billboard classics World Premium「Robert Glasper Experiment ×
Tomomi Nishimoto Symphonic Concert」についての記事が掲載されています。

■ビルボードジャパン
http://www.billboard-japan.com/sp/d_news/detail/26824/2

2015 3⽉28⽇
⻄本智実&イルミナートフィルハーモニーオーケスト

ラ In Vietnam
yahooニュース

2015年3⽉25⽇「⻄本智実&イルミナートフィルハーモニーオーケストラ In Vietnam」公演についての記
事が掲載されています。

■yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150327-00000022-minkei-asia

2015 4⽉21⽇ 「⻄本智実×湯⼭玲⼦トークイベント」 オーチャードホールHP

「⻄本智実＆イルミナートフィル／オーチャードホール 第2回定期演奏会」に先⽴ち4⽉11⽇に開催され
た「⻄本智実×湯⼭玲⼦トークイベント」の様⼦がオーチャードホールHPに紹介されております。

■オーチャードホールHP：
http://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/15_nishimoto/topics/post_7.html

2015 6⽉8⽇
⽇本国政府公式英⽂広報誌

「We Are Tomodachi 夏号」
The Government of

Japan

⽇本国政府公式英⽂広報誌「We Are Tomodachi 夏号」にインタビュー記事が掲載されています。
※P20〜P21をご覧下さい。

■The Government of Japan：
http://www.japan.go.jp/tomodachi/index.html

2015 6⽉25⽇
2015年 韓⽇・⽇韓国交正常化50周年記念

スミ・ジョーガラコンサート
韓国⼤使館、韓国⽂化院

その他

「2015年 韓⽇・⽇韓国交正常化50周年記念 スミ・ジョーガラコンサート」についての記事が掲載されて
おります。

■韓国⼤使館
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-
tokyo/mission/activities/index.jsp?sp=/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp%3
FtypeID=16%26boardid=11934%26seqno=722364%26tableName=TYPE_ENGLEGATIO

■韓国⽂化院
http://www.koreanculture.jp/info_photo_view.php?number=871

■Yahoo ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150622-00000034-cnippou-kr

■NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150623/k10010124091000.html

■TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2523849.html

■サンスポ
http://www.sanspo.com/smp/geino/news/20150622/sot15062223380010-s.html

■広島ホームテレビ
http://news.home-tv.co.jp/news.php?ymd=2015-06-23&c=4&id=000053193

2015 7⽉21⽇
2015年韓⽇・⽇韓国交正常化50周年記念
スミ・ジョーガラコン サートコンサート

駐⽇本国⼤韓⺠国⼤使館

駐⽇本国⼤韓⺠国⼤使館のHPに2015年6⽉22⽇「2015年韓⽇・⽇韓国交正常化50周年記念 スミ・ジョー
ガラコン サートコンサート」の様⼦が動画で紹介されております。

■⼤使館 youtube チャンネル
https://www.youtube.com/user/koreanembjp

■動画アドレス
https://www.youtube.com/watch?v=zIswig6kiN4

2015 7⽉23⽇ DANCE CLUB WEB MAGAZINE
DANCE CLUB WEB

MAGAZINE

「DANCE CLUB WEB MAGAZINE」のサイトに⻄本智実芸術監督・指揮イルミナートバレエ＆イルミナー
トフィル「⽩⿃の湖」の紹介がされております。

■公演ページ
http://www.chacott-jp.com/magazine/information/stageinfo1/-4.html



2015 8⽉3⽇ ⽇-ブラジル外交関係樹⽴120周年記念演奏会 NHK 他

2015年7⽉31⽇「⽇-ブラジル外交関係樹⽴120周年記念演奏会」の様⼦が各メディアに紹介されておりま
す。

■NHKサイト（動画あり）
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150801/k10010174971000.html

■⼤分合同新聞サイト
http://www.oita-press.co.jp/1002000000/2015/08/01/NP2015080101001269

■⻄⽇本新聞サイト
http://www.nishinippon.co.jp/nlp/showbiz_news/article/185878

■産経ニュースサイト
http://www.sankei.com/smp/world/news/150801/wor1508010034-s.html

■⽇刊スポーツサイト
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1516250.html

■愛媛新聞サイト
http://www.ehime-np.co.jp/news/kyodo/20150801/ky2015080101001270.html

■47NEWSサイト
http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015080101001270.html

■岩⼿⽇報

2015 8⽉5⽇
ヴァチカン教皇庁ローマ教皇総代理から託された

広島市⻑、⻑崎市⻑への親書⼿渡し
TV東京 その他

8⽉5⽇広島市⻑、7⽇⻑崎市⻑へのヴァチカンからの親書⼿渡しの模様について各メディアで掲載されてお
ります。

■TV東京HP：
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/news/post_95036

■NHKニュースサイト：
http://t.co/WTkijHYy3f

■テレビ⻑崎サイト：
http://t.co/lsD02MaloC

■YOMIURI ONLINサイト：
http://t.co/9NXrFGDUH7

■ビルボードジャパンサイト：
http://t.co/27drsL9Woz

■TV東京HP：
http://t.co/kSBV5A5btt …

■産経ニュースサイト：
http://t.co/9o3tYyYPjf

■Yahooニュースサイト：

2015 9⽉3⽇ ⼤分合同新聞 ⼤分合同新聞HP
⼤分合同新聞のサイトに、⻄本智実のインタビュー記事・動画が掲載されております。

■⼤分合同新聞HP：https://t.co/asWCiLwc4N

2015 10⽉15⽇
作曲・総編曲 ⻄本智実 NEWS『四銃⼠』（DVDシ

ングル）
billboard JAPAN

作曲・総編曲 ⻄本智実 NEWS『四銃⼠』DVDシングルについての記事が
ビルボードジャパンニュースに掲載されております。

http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/32378

2015 10⽉28⽇
⼤阪⾳楽⼤学創⽴100周年記念式典・特別演奏会

ハイライト動画
⼤阪⾳楽⼤学

⼤阪⾳楽⼤学創⽴100周年記念式典・特別演奏会のハイライト動画が⼤阪⾳楽⼤学HPに掲載されておりま
す。

■⼤阪⾳楽⼤学HP
http://www.daion.ac.jp/

■動画URL
https://youtu.be/mJdviJnV8XU

2015 10⽉29⽇
〜ローマ法王 聖ヨハネパウロⅡ世 帰天10周年〜

ヴァチカン国際⾳楽祭2015
在バチカン⽇本国⼤使館

在バチカン⽇本国⼤使館のHPで「ヴァチカン国際⾳楽祭2015」について紹介されております。

■在バチカン⽇本国⼤使館
http://www.va.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html



2015 10⽉30⽇
〜ローマ法王 聖ヨハネパウロⅡ世 帰天10周年〜
ヴァチカン国際⾳楽祭2015 ローマ教皇代理ミサ

yahooニュース

2015年10⽉28⽇ サン・ピエトロ⼤聖堂でのサンピエトロローマ法王庁代表の枢機卿ミサの模様が各メ
ディアで掲載されております。

■yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151030-00032752-exp-musi

■47NEWS
http://www.47news.jp/CN/201510/CN2015102901000665.html

■上⽑新聞ニュース
http://www.jomo-news.co.jp/ns/2015102901000665/news_zenkoku.html

■デイリースポーツ
http://www.daily.co.jp/society/culture/2015/10/29/0008520835.shtml

■佐賀新聞
http://www.saga-s.co.jp/news/national/10212/244269

■東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015102901000665.html

■福井新聞
http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CO/entertainment_all/1026695.html

■中⽇新聞

2015 10⽉30⽇
〜ローマ法王 聖ヨハネパウロⅡ世 帰天10周年〜
ヴァチカン国際⾳楽祭2015 ローマ教皇代理ミサ

Youtube
2015年10⽉28⽇のサンピエトロ⼤聖堂でのローマ教皇代理ミサの模様をご覧いただけます。

https://t.co/PZn2wSkC7M

2015 11⽉23⽇
NEWS「四銃⼠」DVDシングル発売記念プレスイベ

ント関連

2015年11⽉23⽇に⾏われたNEWS「四銃⼠」DVDシングル発売記念プレスイベントの記事が掲載されて
おります。

■ビルボードジャパン
http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/33332/2

■サンスポ
http://www.sanspo.com/geino/news/20151124/joh15112405040002-n1.html

■オリコンスタイル
http://www.oricon.co.jp/news/2062691/full/

■スポニチ
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/11/24/kiji/K20151124011564180.html

■⽇刊スポーツ
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1570187.html

■Yahoo (サンケイスポーツ）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151124-00000012-sanspo-ent

■yahoo
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sugitaninobuko/20151123-00051742/

■デイリースポーツ

2016 2⽉23⽇
Billboard Classics

「Innovation Classics ⻄本智実×⾼⾒沢俊彦」
Yahoo!ニュース 等

2016年2⽉20⽇、21⽇オーチャードホール公演の記事が掲載されております。

■Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160222-00000037-natalien-musi

■ナタリー
http://natalie.mu/music/news/177052

■navicon
http://navicon.jp/news/35546/

■チューンゲート
http://tunegate.me/P20160222002

■スペースシャワーTV
http://www.spaceshowertv.com/sp/news/2016/02/177052.html

■sns
http://www.msn.com/ja-
jp/music/story/%E9%AB%98%E8%A6%8B%E6%B2%A2%E4%BF%8A%E5%BD%A6%E3%80%81%E8%
A5%BF%E6%9C%AC%E6%99%BA%E5%AE%9Fand%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8
A%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%82%AF%E3%83
%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%
83%88/ar-BBpNd1r

2016 3⽉16⽇ Innovation Classics ⻄本智実×⾼⾒沢俊彦 ビルボードクラシック

オーチャードホール公演レポートが掲載されております。

■ビルボードクラシックスHP
http://billboard-cc.com/classics/2016/01/innovation-classics-report/

2016 3⽉27⽇
第10回⼤正フロイデ定期演奏会

第九ファイナルコンサート
産経WEST

2016年3⽉27⽇「第10回⼤正フロイデ定期演奏会 第九ファイナルコンサート」についての記事が掲載さ
れております。

■産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/160328/wst1603280014-n1.html



2016 3⽉28⽇ ⽇モナコ友好10周年記念事業 在モナコ⽇本⼤使館 HP

在モナコ⽇本⼤使館のHPにて、⽇モナコ友好10周年記念事業の⼀環としてイベントカレンダーに⻄本智実
指揮、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団との現地公演・⽇本公演が紹介されております。

■在モナコ⽇本⼤使館 HP
http://www.fr.emb-japan.go.jp/monaco/jp/10ans.html

2016 5⽉17⽇
⽇本国政府公式英⽂広報誌「We are Tomodachi G7

Japan 2016 号」
The Government of

Japan

⽇本国政府公式英⽂広報誌「We are Tomodachi G7 Japan 2016 号」にインタビュー記事が掲載されてい
ます。

■The Government of Japan
http://www.japan.go.jp/publications/index.html

2016 6⽉17⽇
「NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO」東京

ドーム公演
yahooニュース など

2016年6⽉11⽇（⼟）、12⽇（⽇）「NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO」最終⽇東京ドーム公演の
模様が紹介されています。

■yahooニュース（デイリースポーツ）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160612-00000095-dal-ent

■yahooニュース（サンケイスポーツ）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160613-00000034-sanspo-ent

■スポーツ報知
http://www.hochi.co.jp/entertainment/20160613-OHT1T50062.html

■中⽇スポーツ
http://www.chunichi.co.jp/chuspo/article/entertainment/news/CK2016061302000017.html

■スポニチ
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/06/13/kiji/K20160613012773330.html

2016 7⽉8⽇ イルミナートバレエ「くるみ割り⼈形」全2幕 ぴあ Yahoo

イルミナートバレエ「くるみ割り⼈形」全2幕についてのインタビュー記事が掲載されております。

【指揮者・⻄本智実が誘う『くるみ割り⼈形』の世界】

■ぴあ
http://ticket-news.pia.jp/pia/news.do?newsCd=201607050004

■Yahoo
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160706-00000001-pia-ent

※ぴあニュースは上記の他、Yahoo！ニュース、MSN、mixi、Livedoor、アメーバ、Google、
asahi.com、OKGuide、ウーマンエキサイト、COBS ONLINE、ニコニコニュース等にも提携サイト配信
中です。

【世界のマエストロ・⻄本智実が⼿がける『くるみ割り⼈形』】

■Confetti

http://db001.super-
page.jp/tel/012_BF/XXL/A_000/B_007/00002272XPB64922CO236031219363213TG50586703419
6

2016 7⽉29⽇
⽟置浩⼆×⻄本智実

プレミアム・シンフォニック・コンサート
Billboard Classics

2016年7⽉29⽇「⽟置浩⼆×⻄本智実 プレミアム・シンフォニック・コンサート 21st CENTURY
RENAISSANCE」名古屋特別公演に向けて⼆⼈のメッセージが掲載されております。

■ビルボード・クラシックス
http://billboard-cc.com/classics/2016/04/tamaki-nishimoto/

2016 8⽉8⽇
熊本地震復興⽀援チャリティ
PRAY FOR KUMAMOTO

⽇本百貨店協会

⽇本百貨店協会「熊本地震復興⽀援チャリティ」の特設サイトに “PRAY FOR KUMAMOTO”の賛同者と
して、マエストロ⻄本智実のメッセージが掲載されております。

■⽇本百貨店協会
http://www.depart.or.jp/

■特設ホームページ
http://prayforkumamoto.jp/

2016 8⽉15⽇
積⽔ハウスPresents 芸術監督・演出・指揮 ⻄本

智実
バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕

SPICE

『積⽔ハウスPresents 芸術監督・演出・指揮 ⻄本智実 バレエ「くるみ割り⼈形」全2幕』のインタ
ビュー記事が掲載されております。

■SPICE サイト：
http://spice.eplus.jp/articles/69810?_ga=1.129527628.1981656982.1404094334

2016 10⽉15⽇
LIVErary.tokyo

「指揮者・⻄本智実さんへの7つの質問」
LIVErary.tokyo

「LIVErary.tokyo」にインタビュー記事が掲載されております。

■記事タイトル：「指揮者・⻄本智実さんへの7つの質問」
■URL：http://liverary.tokyo/?p=13638

2016 10⽉19⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

毎⽇新聞Webサイト

「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」の様⼦が毎
⽇新聞のサイトで紹介されております。

■URL：http://mainichi.jp/classic/articles/20161018/ddl/k43/040/282000c

2016 10⽉21⽇
熊本地震復興⽀援コンサート

⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケ
ストラ

熊本⽇⽇新聞

「熊本地震復興⽀援コンサート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」の様⼦が熊
本⽇⽇新聞サイトで紹介されています。

■URL：http://this.kiji.is/161282942051223030



2016 10⽉21⽇ ⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団 Yahoo
11⽉イスラエルでの公演、続く⽇本ツアーに向けてインタビュー記事が掲載されています。

■URL：http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161020-00000005-pia-ent

2016 10⽉29⽇ Forbes JAPAN ONLINE Forbes JAPAN ONLINE
Forbes JAPAN ONLINEに掲載されています。

■URL：http://forbesjapan.com/articles/detail/13915

2016 11⽉11⽇ The Jerusalem Post The Jerusalem Post
The Jerusalem Post にインタビュー記事が掲載されております。

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=472298

2016 11⽉11⽇ ⻄本智実指揮 エルサレム交響楽団 時事ドットコム 他

インタビュー記事が掲載されております。

時事ドットコム（時事通信社）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111100590&g=soc

yahoo ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161111-00000090-jij-m_est

2016 11⽉17⽇ The Japan Times The Japan Times

「The Japan Times」にエルサレム交響楽団との公演について記事が掲載されています。

http://www.japantimes.co.jp/culture/2016/11/16/music/orchestra-jerusalem-tour-
japan/#.WCzpsbKLSUk

2016 11⽉17⽇ サンピエトロ⼤聖堂「ローマ教皇代理ミサ」 毎⽇新聞 他

2016年11⽉16⽇ サンピエトロ⼤聖堂での「ローマ教皇代理ミサ」の様⼦が紹介されております。

■毎⽇新聞：
http://mainichi.jp/articles/20161117/k00/00e/040/219000c

■産経ニュース：
http://www.sankei.com/photo/story/news/161117/sty1611170004-n1.html

■北海道新聞：
http://dd.hokkaido-np.co.jp/entertainment/culture/culture/1-0339067.html

■⻄⽇本新聞：
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/culture/article/289667

■⾼知新聞：
https://www.kochinews.co.jp/article/62701/

■ORICON STYLE：
http://www.oricon.co.jp/article/50355/

■愛媛新聞：
https://www.ehime-np.co.jp/article/ky201611171039300010

■東京新聞：
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016111701000747.html

2016 12⽉7⽇ Time Out Time Out http://www.timeoutbeijing.com/features/Stage/155818/Tomomi-Nishimoto-I-conduct-to-collectively-realise-a-dream.html

2016 12⽉26⽇
billboard classics INNOVATION CLASSICS 2017

TOMOMI NISHIMOTO × TOSHIHIKO
TAKAMIZAWA

billboard Classics

「billboard classics INNOVATION CLASSICS 2017 TOMOMI NISHIMOTO × TOSHIHIKO
TAKAMIZAWA」の記事が掲載されております。

http://billboard-cc.com/classics/innovation2017-xmasnews/

2017 2⽉23⽇ INNOVATION CLASSICS ⻄本智実×⾼⾒沢俊彦 billboard JAPAN

「INNOVATION CLASSICS ⻄本智実×⾼⾒沢俊彦」2017年2⽉11⽇、12⽇オーチャードホール公演のレ
ポート記事が掲載されております。

「⻄本智実×⾼⾒沢俊彦、新たなステージで誕⽣した“⾳楽の⾰新”東京公演レポート！」

http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/47898/2

2017 3⽉13⽇
INNOVATION CLASSICS 2017

⻄本智実×⾼⾒沢俊彦
サンケイスポーツ など

2017年2⽉11⽇、12⽇ オーチャードホールで開催された「INNOVATION CLASSICS 2017 ⻄本智実×
⾼⾒沢俊彦」についての記事が掲載されています。

■サンケイスポーツ
http://www.sanspo.com/smp/geino/news/20170213/geo17021304000002-s.html
http://www.sanspo.com/smp/geino/news/20170213/geo17021305010005-s.html

■⽇刊スポーツ
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1778133.html

■spice
http://spice.eplus.jp/articles/105302

■Yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170213-00000047-sanspo-musi

■ナビコン
http://navicon.jp/news/41608/

2017 4⽉21⽇ ⽇経電⼦版広告企画「挑戦者の原動⼒」 ⽇経電⼦版

「挑戦者の原動⼒」 スカイライン60周年広告企画にインタビュー記事が掲載されております。

⽇経電⼦版広告企画「挑戦者の原動⼒」
http://ps.nikkei.co.jp/nissan2017/



2017 4⽉24⽇
藤井フミヤ meets ⻄本智実PREMIUM

SYMPHONIC CONCERT
ビルボードジャパン 他

「藤井フミヤ meets ⻄本智実PREMIUM SYMPHONIC CONCERT」2017年4⽉22⽇のツアー初⽇東京公
演の様⼦が紹介されています。

■ビルボードジャパン
http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/50232/2

■産経ニュース
http://www.sankei.com/economy/news/170424/prl1704240165-n1.html

■ORICON NEWS
http://www.oricon.co.jp/pressrelease/147244/

■ヤフーニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170424-00050232-exp-musi

■SPICEサイト
https://spice.eplus.jp/articles/120508

2017 6⽉23⽇ myJINO 6⽉号 myJINO
「myJINO 6⽉号」にインタビュー記事が掲載されております。

■Wen：http://www.myjino.com/campaign/20th/vol10.php

2017 8⽉31⽇
積⽔ハウスPresents ⻄本智実芸術監督・指揮 プ

ロコフィエフ作曲
バレエ「ロミオとジュリエット」全2幕（字幕付）

e+など

9⽉9⽇、10⽇新国⽴劇場オペラパレスでの「積⽔ハウスPresents ⻄本智実芸術監督・指揮 プロコフィ
エフ作曲 バレエ「ロミオとジュリエット」全2幕（字幕付）」公演について インタビュー記事が掲載され
ております。

■e+
https://spice.eplus.jp/articles/143873

■チケットぴあ
http://ticket-news.pia.jp/pia/news.do?newsCd=201708300003

■yahoo
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170831-00000000-pia-ent

■ツイッター
https://twitter.com/news_pia/status/903075308995149824

2017 9⽉7⽇
プレジデントオンライン

第1回「指揮者」という不可思議な世界に魅せられて
PRESIDENT Online

プレジデントオンラインにインタビュー記事が掲載されております。

第1回 「指揮者」という不可思議な世界に魅せられて
https://style.president.jp/watch/2017/0907_000063.php#cxrecs_s

2017 9⽉19⽇
プレジデントオンライン

第2回 指揮者という深遠な世界を旅する
PRESIDENT Online

プレジデントオンラインに第2回のインタビュー記事が掲載されています。

第2回 指揮者という深遠な世界を旅する
https://style.president.jp/watch/2017/0919_000062.php#cxrecs_s

2017 10⽉16⽇
プレジデントオンライン

第3回 ⽬に⾒えない⼤きな⼒に導かれて
PRESIDENT Online

プレジデントオンライン「Style」に第3回⽬の記事が掲載されております。

第3回 ⽬に⾒えない⼤きな⼒に導かれて
https://style.president.jp/watch/2017/1006_000061.php#cxrecs_s

2017 10⽉10⽇
ヴァチカン国際⾳楽祭2017記念

⻄本智実指揮 モーツァルト「レクイエム」
billboard JAPAN

2017年10⽉10⽇（⽕）『ヴァチカン国際⾳楽祭2017記念 ⻄本智実指揮 モーツァルト「レクイエ
ム」』公演に関しビルボードクラシックスHPに公演詳細及び⻄本智実TV＆RADIO出演情報が掲載されて
おります。

http://billboard-cc.com/classics/nishimoto-mozart2017/

2017 10⽉11⽇

⻄本智実×⾼⾒沢俊彦「INNOVATION CLASSICS
2017」

at フェスティバルホール
Blu-ray ＆ DVD発売決定！

alfee.com

■発売⽇：2017年10⽉11⽇(⽔)
■価格：\10,000(税込)
■品番：AL0057(1Blu-ray+1DVD 2枚組）※Blu-ray、DVDともに同様の収録内容となります。
■発売元：Alfred

発売決定に伴い、3⽉11⽇・12⽇の２⽇間、フェスティバルホールにて特別先⾏予約受付を⾏います。
ご予約いただいた⽅には、INNOVATION CLASSICS 2017 ⼤阪公演の撮り下ろしカット特製ポストカー
ドをプレゼントいたします。
さらに、送料300円が無料となります。

http://www.alfee.com

2017 10⽉25⽇
プレジデントオンライン

第4回 芸術の向こう側に⾒える世界へ
PRESIDENT Online

プレジデントオンライン「Style」に第4回⽬の記事「芸術の向こう側に⾒える世界へ」が掲載されており
ます。

第4回 芸術の向こう側に⾒える世界へ
https://style.president.jp/watch/2017/1025_000060.php#cxrecs_s

2017 11⽉3⽇ ローマ法王へ献上された平⼾の棚⽥⽶ 産経フォト

⻄本智実も同席した
11⽉3⽇ ローマ法王に平⼾市⻑から、平⼾の棚⽥⽶がコマストリ枢機卿を通して献上された様⼦が、産経
ニュースに掲載されております。

http://www.sankei.com/smp/photo/daily/news/171103/dly1711030022-s.html



2017 11⽉4⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2017 メディア各種

ヴァチカン国際⾳楽祭2017について紹介されています。

http://it.radiovaticana.va/news/2017/10/24/festival_di_musica_e_arte_sacra_2017_dedicato_a_f
atima/1344910

https://www.sn.at/kultur/wiener-philharmoniker-bei-sakralmusik-fest-in-rom-19689115

http://www.giornaledellamusica.it/news/roma-e-sacra-1

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Concerti-nella-Basiliche-Papali-per-il-Festival-
Internazionale-di-Musica-Sacra-9fb92979-a9e6-4f59-ab8c-e0310aabe278.html

https://www.sn.at/kultur/wiener-philharmoniker-bei-sakralmusik-fest-in-rom-19689115

https://www.teatrionline.com/

2017 11⽉5⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2017
Vatican News (Radio

vaticana)

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/11/05/inaugurato_il_festival_di_musica_e_art
e_sacra_con_gli_artisti_del/it-1347027

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2017-11/inaugurato-il-festival-di-musica-e-arte-
sacra-con-gli-artisti-de.html

2017 11⽉5⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭 2017 メディア各種

2017年11⽉4⽇ サン ピエトロ⼤聖堂における ローマ教皇代理ミサの様⼦が新聞各社に掲載されていま
す。

■BIGLOBEニュース
https://news.biglobe.ne.jp/smart/amp/domestic/1105/kyo_171105_5565955357.html

■徳島新聞
http://www.topics.or.jp/sp/worldNews/worldCulture/2017/11/2017110501001229.html

■デイリースポーツ
https://www.daily.co.jp/society/culture/2017/11/05/0010706322.shtml

■沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/165982

■東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017110501001229.html

■毎⽇新聞
https://mainichi.jp/articles/20171105/k00/00e/030/213000c.amp

■朝⽇新聞
http://www.asahi.com/articles/ASKC52CPJKC5UHBI001.html

■共同通信

2017 12⽉27⽇
INNVATION OPERA 「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町

〜」東京公演
Yahoo!ニュース

Yahoo!ニュースにINNVATION OPERA 「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」東京公演についての記事が掲載
されています。

■Yahoo!ニュース：
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171227-00010000-exp-musi

2018 2⽉2⽇ 第3回帝国ホテル芸術祭 VOGUE 他

第3回帝国ホテル芸術祭 についての記事が掲載されております。

■VOGUE
https://www.vogue.co.jp/lifestyle/news/2018-01/26/imperialhotel

■Yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180131-00010003-vogue-life

■infoseeｋ ニュース
https://news.infoseek.co.jp/article/kyodopr201801159903/

2018 2⽉8⽇
⻄本智実芸術監督・台本・指揮

INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町
〜」

オリコン 他

⻄本智実芸術監督・台本・指揮 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」の記事が掲載
されています。

■オリコン
https://www.oricon.co.jp/pressrelease/280612/

■PRタイムス
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000765.000012949.html

■ビルボードジャパン
http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/59911

■にこにこニュース
http://news.nicovideo.jp/watch/nw3275456

■時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000765.000012949&g=prt

■ガジェットニュース
http://getnews.jp/archives/2014381/gate

■マーケジン
https://markezine.jp/release/detail/853359



2018 2⽉20⽇
2018年4⽉21⽇

INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町
〜」

ニコニコニュース 他

2018年4⽉21⽇ INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」についての記事が掲載されていま
す。

■ニコニコニュース
http://news.nicovideo.jp/watch/nw3297314?news_ref=20_20

■PRTIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000012949.html

■JIJI.COM
https://www.jiji.com/sp/article?k=000000778.000012949&g=prt

■BIGLOBEニュース
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0216/prt_180216_2960572079.html

■SPICE
https://spice.eplus.jp/articles/173758

■music.jpニュース
http://music-book.jp/video/news/news/176401/f

■AERA
https://dot.asahi.com/billboardnews/2018021900027.html?page=1

2018 3⽉22⽇ ぶらあぼ4⽉号 東京MDE

ぶらあぼ4⽉号に『芸術監督・台本・作曲補・指揮 ⻄本智実 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔
婆⼩町〜」』に向けてのインタビュー記事が掲載されています。

■web：http://ebravo.jp/digitalmagazine/bravo/201804/html5.html#page=36

2018 6⽉25⽇
⽇中平和友好条約締結40周年

⻄本智実指揮 中国国家交響楽団
朝⽇新聞デジタル

【⽇中平和友好条約締結40周年 ⻄本智実指揮 中国国家交響楽団】
⽇時：6⽉23⽇（⼟）19:30〜
会場：中国国家オペラハウス

上記公演についてのニュース記事が掲載されております。

■朝⽇新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL6R63XML6RUHBI01L.html

■Yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180624-00000015-asahi-musi

2018 7⽉2⽇ ⼥性⾃⾝ ⼥性⾃⾝

2018年6⽉26⽇発売「⼥性⾃⾝」の『シリーズ⼈間』にインタビュー記事がwebsiteにも掲載されておりま
す。

■https://jisin.jp/domestic/1644946/
■https://jisin.jp/domestic/1644958/

2018 8⽉29⽇
INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町

〜」
ビルボードジャパンニュー

ス 他

2018年12⽉1⽇『ソニック・シティ公演 INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜」』につい
て記事が掲載されております。

■ビルボードジャパンニュース
http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/67087/2

■朝⽇新聞デジタル
https://www.asahi.com/and_M/interest/entertainment/Cfettp01808283004.html

■サンケイスポーツ
https://www.sanspo.com/geino/news/20180828/geo18082817350036-n1.html

■スポーツ報知
https://www.hochi.co.jp/entertainment/20180828-OHT1T50140.html

■livedoor News
http://news.livedoor.com/article/detail/15224948/

■楽天 Woman
https://woman.infoseek.co.jp/news/entertainment/20180828hochi140

■⽇刊スポーツ
https://dot.asahi.com/billboardnews/2018082800066.html

■Billboard Japan

2018 9⽉28⽇
2018 BVLGARI AVRORA AWARDS
「ブルガリ アウローラ アワード」

ELLE

2018 BVLGARI AVRORA AWARDS「ブルガリ アウローラ アワード」の受賞者として紹介されました。

■AWARDEE ⻄本智実（指揮者）
■RECOMMENDER 湯川れい⼦（⾳楽評論家）

■ELLE11⽉号 2018年9⽉28⽇発売
■ELLEサイト：https://sp.elle.co.jp/fashion/bulgari/1803/

2018 10⽉16⽇
⻑崎と天草地⽅の潜伏キリシタン関連遺産

世界遺産登録記念コンサート ⻄本智実指揮 イルミ
ナートフィル

⻄⽇本新聞

10⽉11⽇、平⼾⽂化センターでの【⻑崎と天草地⽅の潜伏キリシタン関連遺産 世界遺産登録記念コン
サート ⻄本智実指揮 イルミナートフィル】の模様が、⻄⽇本新聞に掲載されました。

https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/nagasaki/article/457163/



2018 10⽉16⽇
シアーズホームグループPresents

熊本地震・平成30年7⽉豪⾬復興⽀援コンサート
熊本放送 他

10⽉14⽇に開催された「シアーズホームグループ Presents 熊本地震・平成30年7⽉豪⾬復興⽀援コン
サート ⻄本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ」公演について、熊本放送などで取り上
げられました。

熊本放送
http://rkk.jp/news/backno_page.php?id=NS003201810141754190111

Yahoo ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181014-00000004-rkkv-l43

2018 10⽉18⽇
INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町

〜」
（「ぶらあぼ11⽉号」「WEBぶらあぼ」）

ぶらあぼ11⽉号、WEBぶ
らあぼ

2018年12⽉1⽇「INNOVATION OPERA『ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜』」について、「ぶらあぼ11⽉
号」「WEBぶらあぼ」にインタビュー記事が掲載されています。

■Web：https://ebravo.jp/archives/48646

2018 10⽉18⽇
INNOVATION OPERA「ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町

〜」
（intoxicate vol.136）

intoxicate

2018年12⽉1⽇「INNOVATION OPERA『ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜』」について、intoxicate
vol.136（2018.10.10 発⾏）にインタビュー記事が掲載されています。

■Web：http://mikiki.tokyo.jp/articles/-/19367

2018 11⽉12⽇ ヴァチカン国際⾳楽祭2018 産経ニュース 他

サン ピエトロ⼤聖堂における ローマ教皇代理ミサの模様が、各社に取り上げられております。

■産経ニュース
https://www.sankei.com/smp/entertainments/news/181111/ent1811110002-s1.html

■北海道新聞
https://www.hokkaido-np.co.jp/sp/article/247113

■yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181111-00000027-kyodonews-cul

■47NEWS
https://this.kiji.is/434137026125366369

■共同
https://this.kiji.is/434137026125366369?c=39550187727945729

■毎⽇新聞
https://mainichi.jp/articles/20181111/k00/00e/040/116000c

■沖縄タイムス
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/342954

■佐賀新聞
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/300573

2018 11⽉26⽇ 「くまモン！オーケストラに初挑戦!? 前編」 くまモンTV

2018年10⽉13⽇（⼟）シアーズホーム夢ホールにてくまモンと共演しました。
その様⼦がくまモンTV「くまモン！オーケストラに初挑戦!? 前編」で紹介されております。

■くまモンTV
https://www.youtube.com/c/KumamonTV

2018 12⽉3⽇ シアーズホーム夢ホール（くまモンと共演） くまモンTV

2018年10⽉13⽇（⼟）シアーズホーム夢ホールにてくまモンと共演しました。
その様⼦がくまモンTVて紹介されております。

■くまモンTV
https://www.youtube.com/c/KumamonTV

2018 12⽉4⽇

「⻄本智実＆イルミナートフィルハーモニーオーケス
トラ中国招聘公演」

「12⽉11⽇（⽕）オーチャードホールでの記念コン
サート」

yahooニュース

yahooニュースに、年末〜年始にかけての「⻄本智実＆イルミナートフィルハーモニーオーケストラ中国招
聘公演」および「12⽉11⽇（⽕）オーチャードホールでの記念コンサート」について紹介されておりま
す。

⽇本オケ初の中国招聘コンサートツアー決定 ！
⻄本智実が国内でも同プロより公演を指揮！！

■yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181203-00000002-pia-ent

2019 2⽉27⽇ リーディング・ウーマン（Leading Woman）
Zweites Deutsches

Fernsehen

ドイツの公共放送Zweites Deutsches Fernsehen（ZDF）が主宰する、ZDFカルチャープラットフォーム
「ZDF KULTUR」の新プロジェクト「リーディング・ウーマン（Leading Woman）」に世界各国で活躍
する⼥性リーダーのひとりとして⻄本智実が紹介されています。

ZDFカルチャープラットフォーム【Leading Woman】より
「主導的⽴場の⼥性たち。彼⼥たちはどのような使命感に燃えているのか？どのようにしてその⽴場にたど
り着いたのか？どんな逆境と戦わなければならないのか？今回は⽇本の指揮者、⻄本智実さんをご紹介しま
す。」

■ZDFカルチャープラットフォーム
https://www.zdf.de/kultur/leading-women <https://www.zdf.de/kultur/leading-women>

■英語版は下記でご覧いただけます。
https://leadingwomenindialogue.com/index.php?id=326&L=1

2019 3⽉5⽇ ⻄本智実プロデュース オペラ「蝶々夫⼈」 岩⼿⽇⽇新聞

岩⼿⽇⽇新聞に【⻄本智実プロデュース オペラ「蝶々夫⼈」】の記事が掲載されています。

https://www.iwanichi.co.jp/2019/02/27/293836/
https://www.iwanichi.co.jp/2019/03/05/296037/



2019 3⽉12⽇
リーディング・ウーマン（Leading Woman）

on Twitter
ZDF（Twitter）

ドイツの公共放送Zweites Deutsches Fernsehen(ZDF)のTwitterにも紹介されています。

https://mobile.twitter.com/ZDF/status/1104068027555950594
https://twitter.com555950594

ドイツの公共放送Zweites Deutsches Fernsehen(ZDF)が主宰するZDFカルチャープラットフォーム
「ZDF KULTUR」の新プロジェクト「リーディング・ウーマン（Leading Woman）」に、世界各国で活
躍する⼥性リーダーのひとりとして⻄本智実のインタビューが紹介されています

2019 4⽉1⽇ アジア時報 アジア調査会

毎⽇新聞の関連団体「アジア調査会」が発⾏するアジアの専⾨誌「アジア時報」のコラムに、インタビュー
記事が掲載されています。

https://mainichi.asia/1904%e7%89%b9%e6%b4%be%e5%93%a1%e3%81%ae%e7%9b%ae-
%e4%b8%8a%e6%b5%b7/























http://www.timeoutbeijing.com/features/Stage/155818/Tomomi-Nishimoto-I-conduct-to-collectively-realise-a-dream.html
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