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※未就学児の入場はご遠慮ください。※学生券はアイ・チケット（電話）のみの取扱いです。25歳以下で来場時に年齢確認します。※やむを得ぬ事情により曲目、曲順等変更になる場合がございます。あらかじめご了承くだ
さい。※車椅子でご来場されるお客様はご購入前に必ずクラシック名古屋までお問合せください。※会場内ではマスクの着用必須。入場時の検温（37.5度以上入場不可）、消毒など感染症対策にご協力をお願いします。

052-678-5310（平日11時～16時 土日祝休み）クラシック名古屋
クラシック名古屋

プレイガイド

  0570-00-5310  
チケットぴあ https://t.pia.jp （Pコード 227-784）　ローソンチケット https://l-tike.com （Lコード 43443）
イープラス　https://eplus.jp　名鉄ホールチケットセンター 052-561-7755
芸文プレイガイド 052-972-0430 しらかわホールチケットセンター 052-222-7117　栄プレチケ92 052-953-0777

アイ・チケットweb 検索 （座席選択可）

【 主 　 催 】
【お問合せ】

【後　援】英国大使館、ブリティッシュ・カウンシル 【協　力】サントリー芸術財団

2022 11.22 火

19：00開演（18：30開場）
S席／10,000円　A席／6,000円　
学生※（25歳以下）／1,000円 10/6㊍

10：00～

［発売日］

名古屋公演

世
界
が
絶
賛
！
至
高
の
デ
ュ
オ

全指定席（税込）
※アイ・チケット（電話）のみ

Program

希望に寄せて（第2作） 作品94
あきらめ WoO 149
星空の下の夕べの歌 WoO 150
遥かなる恋人に 作品98

歌曲集《白鳥の歌》 
 D957, D965a

ベートーヴェン

シューベルト



ロンドン生まれ。クラリネットを学んだ後、合唱の奨学金を得てケンブリッジ大学キ
ングス・カレッジに進み、優等学士学位を授与された。深い洞察に富んだ解釈、確
かな様式の把握、流れるような自然な歌唱は世界中で賞賛されており、リサイタ
ル、オペラ、現代音楽の各分野で優れた才能を発揮している。とりわけJ.S.バッハ
の受難曲の演奏で定評があり、エヴァンゲリスト（福音史家）として、ピーター・セ
ラーズ演出による「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」（サイモン・ラトル指揮ベルリン・
フィルハーモニー管弦楽団）に出演し、大きな注目を集めた。
オペラでは、ピーター・ブルック、ケイティ・ミッチェル、マーク・モリス、デボラ・ワー
ナーら現代屈指の演出家たちとコラボレーションを重ねている。最近では、オール
ドバラ音楽祭およびロンドンでハリソン・バートウィッスルの《The Corridor》
《The Cure》に出演したほか、グラインドボーン音楽祭でブリテンの《ビリー・バッ
ド》ヴィア艦長役と「マタイ受難曲」エヴァンゲリスト役を任されている。また、ロイ
ヤル・オペラ・ハウスでのジョージ・ベンジャミン作曲《Written on Skin》（天使/
ジョン役）にも出演。
コンサート活動にも積極的で、世界一流のオーケストラと共演を重ねるパドモア
は、2016/17年シーズンのバイエルン放送交響楽団アーティスト・イン・レジデンスと
して活躍。2017/18年シーズンには、ベルリン･フィルハーモニー管弦楽団で同様の
ポジションに就任する。エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団とは、共同企画とし
てバッハ「ヨハネ受難曲」「マタイ受難曲」を取り上げたほか、ブリテン･シンフォニア
とも定期的に共演している。
世界各地でのリサイタルも絶賛を博しており、シューベルトの三大歌曲集をアムス
テルダム、バルセロナ、バーミンガム、ロンドン、リバプール、パリ、東京、ウィーン、
ニューヨークで演奏した。リサイタルのパートナーには、クリスティアン・ベズイデン
ホウト、ジョナサン・ビス、イモージェン・クーパー、ジュリアス・ドレイク、ティル･フェ
ルナー、サイモン・レッパー、ポール・ルイス、ロジャー・ヴィニョールズ、アンドリュー・
ウェストら優れた音楽家たちが名を連ねるが、特に近年は内田光子とのヴィグモア
ホール（ロンドン）でのリサイタルや6回の米国ツアーが注目を集めている。
録音は多数あり、代表的なディスクに『ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス』『ハイド
ン：天地創造』（共演：ベルナルト・ハイティンク指揮バイエルン放送交響楽団／
BR KLASSIK）、『ベートーヴェン、ハイドン、モーツァルト：歌曲集』（共演：ベズイ
デンホウト／ハルモニア・ムンディ）がある。ハルモニア・ムンディからリリースされ
た『ヘンデル：アリアと場面集』（共演：アンドルー・マンゼ指揮イングリッシュ・コン
ソート）はBBCミュージック・マガジン賞声楽部門、『シューベルト：冬の旅』（共演：
ポール・ルイス）はグラモフォン賞2010独唱部門、『シューマン：詩人の恋』（共演：
ベズイデンホウト）はエディソン・クラシック・アワード2011、『ブリテン：セレナード＆
ノクターン、フィンジ：ディエス・ナタリス』（共演：ブリテン・シンフォニア）はエコー・
クラシック賞2013をそれぞれ受賞している。
2014年にはケント大学から名誉博士号を授与され、2016年にはミュージカル・アメ
リカよりボーカリスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2019年には大英帝国勲章
「サー」の称号が授与された。
現在、セント・エンデリオン夏音楽祭（コーンウォール）芸術監督。

内田光子は、真実と美の姿を独自に追求しながら、自らが奏でる音楽の世界を
深く掘り下げている演奏家である。モーツァルト、シューベルト、ベートーヴェン
の作品の解釈で高い評価を受ける一方、ベルク、シェーンベルク、ウェーベルン、
ブーレーズなどの作品に光を当て新しい世代の聴衆に紹介している。
彼女の長いキャリアにおいて、シカゴ交響楽団、べルリン･フィルハーモニー管弦
楽団、ロイヤル･コンセルトヘボウ管弦楽団、バイエルン放送交響楽団、ロンドン
交響楽団、ロンドン･フィルハーモニー管弦楽団などの世界の主要オーケストラと
の共演を重ねている。またクリーヴランド管弦楽団との共演は100回の大台に
乗った。
ベルナルド･ハイティンク、マリス・ヤンソンス、リッカルド・ムーティ、サー・サイ
モン・ラトル、エサ=ペッカ・サロネン、ウラディーミル・ユロフスキー、アンドリス・
ネルソンス、グスターボ・デュダメルといった世界的な指揮者との共演も多い。
2016年を皮切りに、マーラー･チェンバー・オーケストラ（MCO） のアーティス
ティック・パートナーであり、彼らとのヨーロッパと北米での5年間にわたるツアー
プロジェクトを行っている。2016年11月には、日本ツアーを行い、モーツァルトの
ピアノ協奏曲の弾き振りで大成功を収めた。
リサイタルは、ウィーン、ベルリン、パリ、アムステルダム、ロンドン、ニューヨーク、
東京で定期的に開催。また、ザルツブルク・モーツァルト週間やザルツブルク･
フェスティバルにも参加している。 
デッカと専属契約を結び、モーツァルトのピアノ・ソナタ全集やシューベルトのピ
アノ・ソナタ集など幅広いレコーディングを残している。2011年、彼女が引き振り
をしたクリーヴランド管とのモーツァルトのピアノ協奏曲のライヴ録音が、また17
年にはドロテア・レシュマンとで録音したアルバム『シューマンとベルク』が、それ
ぞれグラミー賞を受賞。ブーレーズが指揮したクリーヴランド管とのシェーンベル
クのピアノ協奏曲は、グラモフォン賞（最優秀コンチェルト賞）など4種類の賞を
受賞。
長年にわたり若い演奏家の成長を支援し、ボルレッティ・ブイトーニ・トラスト
（Borletti-Buitoni Trust）の理事を務めている。
2005年日本芸術院賞を受賞、文化功労者に選出、09年には大英帝国勲章「デイ
ム」の称号が授与された。作品に対する深い探究と解釈が評価され、12年にはロ
イヤル・フィルハーモニック・ソサエティーのゴールドメダル、14年にはケンブリッ
ジ大学より名誉博士号が授与された。15年、ザルツブルク・モーツァルト週間で
金賞受賞、高松宮殿下記念世界文化賞（音楽部門）を受賞。サントリーホールの
アソシエイト・アーティスト。

Profile

マーク・パドモア（テノール）
Mark Padmore, Tenor

内田 光子（ピアノ）
Mitsuko Uchida, Piano
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