堀 正文 [ヴァイオリン]

（専任就任：2004 年４月１日）

１．音楽活動（演奏会出演・作曲作品発表等）
年月日

名称

会場

曲目・共演者等

ＮＨＫ交響楽団演奏会 年間 2004 年４月～2005 ＮＨＫホール、サント ソロ・コンサートマスターを務める
60 回／定期演奏会 30 回

年３月

リーホール他

イシハラ リリック アンサンブ 2004 年 4 月 16 日 イシハラホール（大 ヴィヴァルディ「合奏協奏曲集『調和の霊感』op.3
ル演奏会

阪府大阪市）

より 第 10 番ロ短調 RV.580」他

佐藤しのぶ 母の日コンサー 2004年５月6～9日 ザ・シンフォニーホ

オペラ「蝶々夫人」より名場面集他 共演：Pf 森

ト－わが母の教え給いし歌

島英子、Ｎ響室内合奏団

ール（大阪府）他

2004
響ホールフェスティバル

2004 年 5 月 21,22 響ホール（福岡県北 ヴィヴァルディ「四季 op.8」、ドヴォルザーク「弦楽

2004

日

九州市）

のためのセレナード op.22」他

イシハラ リリック アンサンブ 2004 年７月３日

イシハラホール（大

モーツァルト「ピアノ協奏曲第 17 番」他 共演：Pf

ル演奏会

阪府）

バドゥラ・スコダ

ピアノカルテット演奏会

2005 年１月 16 日 平成記念セミナーハ 共演：Pf 清水和音、Vl 大宮臨太郎、Vla 川﨑和
ウス・ホール

室内楽演奏会

2005 年１月 24 日 ＮＨＫ大阪ホール

憲、Vc 木越洋
シューマン「ピアノ五重奏曲」他 共演：田部京
子、川崎和憲、藤村俊介 他

ＮＨＫ交響楽団メンバーによ 2005 年３月５日

佐世保市西海パー

モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、

るミニコンサート

ルシーリｿﾞート マリ

チャイコフスキー「アンダンテ・カンタービレ」他

ーナホール
ＮＨＫ交響楽団演奏会

2005 年４月～2006 ＮＨＫホール、サント

年間 60 回／定期演奏会 30 年３月

リーホール他

回
佐藤しのぶ 母の日コンサー 2005年５月８日～6 ザ・シンフォニーホ
ト－わが母の教え給いし歌

月 24 日

堀正文・愛知学泉大学オー

2005 年７月 18 日 安城市民会館サルビ ベートーヴェン「エグモント序曲」、ブルッフ「ヴァ

ケストラ フレンドシップコン

ール 他

アホール

サート

イオリン協奏曲第１番」、グスタフ・マーラー「交響
曲第１番『巨人』」 指揮：ゲルト・アルブレヒト

生誕 250 年記念モーツァルト 2005 年７月 23 日 京都コンサートホー モーツァルト「ヴァイオリン・ソナタ『第 32 番へ長調
・ツィクルス

ル

K376』『第 40 番変ロ長調 K454』他
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ＮＨＫ交響楽団金沢公演

2005 年８月 20 日 石川県立音楽堂コン グリーグ「『ペール・ギュント』」組曲第１番 op.46」、
サートホール

イシハラ リリック アンサン

2005 年９月 13 日 イシハラホール（大

ブル演奏会
九州国立博物館開館記念

阪府）

クライスラー「美しきロスマリン」「愛の喜び」「愛の
哀しみ」、モーツァルト「ロンド ハ長調」他

2005 年 11 月６日 九州国立博物館（福

堀正文コンサート
佐藤しのぶリサイタル

フンメル「トランペット協奏曲変ホ長調」他

岡県太宰府市）
2006 年１月 26 日 君津市民文化ホー
～2 月 4 日

ル 他

Ｎ響メンバーによる室内合奏 2006 年２月 27 日 神戸文化ホール 中 シューマン「ピアノ五重奏曲」 他 共演：ＮＨＫ交
団 室内楽演奏会

ホール

響楽団メンバー、田部京子

Ｎ響メンバーによる室内合奏 2006 年２月 28 日 パルナソスホール

シューマン「ピアノ五重奏曲」 他 共演：ＮＨＫ交

団 室内楽演奏会

（兵庫県姫路市）

響楽団メンバー、田部京子

田部京子とＮ響メンバーによ 2006 年３月１日

愛媛県県民文化会

シューマン「ピアノ五重奏曲」 他 共演：Pf 田部

るスプリングコンサート

館 サブホール

京子、Vl 永峰高志、Vla 井野邉大輔、Vc 大越洋

ＮＨＫ交響楽団演奏会

2006 年４月～2007 ＮＨＫホール、サント モーツァルト「セレナード第13 番 K.525」「アイネ・

年間 60 回／定期演奏会 30 年３月

リーホール 他

クライネ・ナハトムジーク」他

回
堀正文 ヴァイオリン・リサイ

2006 年 4 月 24 日 浜離宮朝日ホール

ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第5 番ヘ長調

タル

op．24『春』」他 共演：野平一郎

佐藤しのぶ母の日コンサート 2006 年５月 10 日 ザ・シンフォニーホ

「わが母の教え給いし歌」、シューベルト「アヴェ・

～31 日
ＮＨＫ交響楽団室内合奏団

ール 他

マリア」、「さとうきび畑」他

2006 年10 月27 日 富山県高岡文化大ホ モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、

演奏会

ール

グリーク「ホルベルク組曲」、ヴィヴァルディ「四季」

〈モーツァルト 2006 日本〉第３ 2006 年 11 月６日 東京文化会館小ホ

モーツァルト「セレナード『アイネ・クライネ・ナハト

回コンサート

ムジーク』ト長調 K525」他

ＮＨＫ交響楽団室内合奏団

ール

2006 年12 月10 日 宇治市文化センター コレルリィ「クリスマス・コンチェルト」、パッヘルベ

によるクリスマスコンサート
ＮＨＫ交響楽団演奏会

大ホール

ル「カノン」、ヴィヴァルディ「四季」 他

2007 年４月～2008 ＮＨＫホール、サント

年間 60 回／定期演奏会 30 年３月

リーホール他

回
愛知学泉大学スプリングコン 2007 年５月５日

豊田市コンサートホ

モーツァルト「ヴァイオリン協奏曲第３番」、ビゼー

サート

ール

「組曲『アルルの女』第２組曲」
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佐藤しのぶ母の日コンサート 2007 年５月９日～ ザ・シンフォニーホ
13 日
Ｎ響首席奏者による室内楽

ール 他

2007 年６月 14 日 静岡音楽館ＡＯＩ

「ブラヴォー・アンコール！」
モーツァルト連続演奏会（ツ

チャイコフスキーピアノ三重奏曲『偉大な芸術家
の思い出に』」他

2007 年７月 23 日 京都コンサートホー モーツァルト「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

ィクルス）

ル

第 32 番」他 共演：迫昭嘉

堀正文 ＮＨＫ交響楽団メン 2007 年 9 月 2 日

知立市文化会館パ

シューベルト「弦楽三重奏曲第１番変ロ長調」、ビ

バーによる室内楽アンサン

ティオ知立 かきつ

ゼー（デービットワルター編曲）「カルメン組曲」

ブル

ばたホール

他

堀正文・清水和音とＮ響の仲 2007 年10 月27 日 広島県呉市下蒲刈

シューベルト「五重奏曲『ます』」他 共演：清水和

間たち－

音、大宮臨太郎、木越洋、佐々木亮、西田直文

サントリーホール Ｎ響ロマ

町民体育館
2007 年10 月29 日 サントリーホール

ンティック・コンサート

ヴィヴァルディ「ヴァイオリン協奏曲集『四季』」、モ
ーツァルト「交響曲第 41 番ハ長調 K551『ジュピタ
ー』」

イシハラ リリック アンサン

2008 年３月７日

ブル演奏会

イシハラホール（大

J.S.バッハ「2 つのヴァイオリンのための協奏曲

阪府）

ニ短調 BWV.1043」他

NHK 交響楽団トップメンバー 2008 年３月 26 日 京都能楽堂 金剛能 「アイネ・クライネ・ナハトムジークより第 1 楽章」他
による新春コンサート
ＮＨＫ交響楽団演奏会

楽堂
2008 年４月～2009 ＮＨＫホール、サント

年間 60 回／定期演奏会 30 年３月

リーホール 他

回
佐藤しのぶコンサート 2008

野平一郎とＮ響トップメンバ

2008 年５月９日

ザ・シンフォニーホ

共演：Sop 佐藤しのぶ、Pf 森島英子 Ｎ響室内合

ール（大阪府）

奏団

2008 年７月 12 日 碧南市芸術文化ホ

ーによる室内楽

ール エメラルドホ

ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第５番『スプリ
ング』作品 24」他

ール（愛知県）
サントリーホール 22 周年記

2008 年 10 月４日 サントリーホール

シューベルト「ピアノ五重奏曲イ長調 D667「ます」

念 ガラ・コンサート「響」

より第 4 楽章」他

ＮＨＫ交響楽団 第 1645 回 2009 年４月 15,16 サントリーホール

ショスタコーヴィチ「祝典序曲 op.96」他

定期公演

日

ＮＨＫ交響楽団 第 1647 回 2009 年５月 15,16 ＮＨＫホール

エルガー「チェロ協奏曲ホ短調 op.85」「交響曲第

定期公演

２番変ホ長調 op.63」

日

ＮＨＫ交響楽団 第 1651 回 2009 年６月 17,18 サントリーホール
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ファリャ「バレエ組曲『三角帽子』から第２部」、ラロ

定期公演

日

「スペイン交響曲ニ短調 op.21」他

ＮＨＫ交響楽団公演 2009・ 2009 年７月 17 日 ＮＨＫホール 他

ドヴォルザーク「序曲『謝肉祭』 op.92」,モーツァ

夏

～19 日

ルト「ピアノ協奏曲第 21番 ハ長調 K. 467」

ＮＨＫ交響楽団特別公演

2009 年８月 31 日 サントリーホール

リゲティ「12 人の女声とオーケストラのための『時
計と雲』」他

ＮＨＫ交響楽団 第 1653

2009 年９月 19・20 ＮＨＫホール

メンデルスゾーン序曲『フィンガルの洞窟』op.26」

回定期公演

日

「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64」他

Ｎ響オーチャード特別演奏 2009 年 10 月 2・3 オーチャードホール ベートーヴェン「交響曲第９番 ニ短調 op.125 合
会「第九」

日

唱つき」

ＮＨＫ交響楽団 第1656 回定 2009 年10 月23,24 ＮＨＫホール

プレヴィン「オウルズ(2008)」[日本初演]、モーツァ

期公演

ルト「ピアノ協奏曲第 23 番 イ長調 K.488」他

日

ＮＨＫ交響楽団 第1658 回定 2009 年11 月14,15 ＮＨＫホール

ウェーバー「歌劇『オベロン』序曲」、シューベルト

期公演

「交響曲第７番 ロ短調 D.759『未完成』」他

日

ＮＨＫ交響楽団 第1662 回定 2009 年12 月11,12 ＮＨＫホール

チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調

期公演

日

op.35」、ヤナーチェク「グラゴル・ミサ曲」

ＮＨＫ交響楽団公演

2010 年 1 月 26 日 東京オペラシティ

ベートーヴェン「歌劇『フィデリオ』序曲 op.72 『あ
あ、裏切り者め』」 他

Ｎ響オーチャード 第 57 回 2010 年 1 月 30 日 オーチャードホール エルガー「セレナード ホ短調 op..20」、グリーグ
定期公演

「ピアノ協奏曲 イ短調 op.16」他

ＮＨＫ交響楽団 第1668 回定 2010 年２月 12,13 ＮＨＫホール

ワーグナー「楽劇『トリスタンとイゾルデ』から『前奏

期公演

日

曲と愛の死』」他

ＮＨＫ交響楽団公演

2010 年２月 19 日 ＮＨＫ大阪ホール

ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第２番ハ短調 op.18」、

～20 日

チャイコフスキー「交響曲第４番 ヘ短調 op.36」

Ｎ響室内合奏団公演

他

2010 年２月 21 日 横浜みなとみらいホ モーツァルト「ティヴェルティメント 二長調 K136
ール

第１楽章」 他

Ｎ響オーチャード 第 57 回 2010 年３月６日

オーチャードホー

コープランド「野外序曲」、コルンゴルト「ヴァイオリ

定期公演

ル

ン協奏曲 ニ長調 op.35」他

ＮＨＫ交響楽団 第1674 回定 2010 年５月 14,15 ＮＨＫホール

武満徹「ノスタルジア～アンドレイ・タルコフスキー

期公演

日

の追憶に」、ブルックナー「交響曲第７番 ホ長調」

ＮＨＫ交響楽団 第1676 回定 2010 年６月５,６日 ＮＨＫホール

ドヴォルザーク「チェロ協奏曲 ロ短調 op.104」

期公演

「交響曲第８番 ト長調 op.88」
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ＮＨＫ交響楽団 第1677 回定 2010 年６月 11,12 ＮＨＫホール

フォーレ「組曲『ペレアスとメリザンド』op.80」、フラ

期公演

ンセ「クラリネット協奏曲」他

日

ＮＨＫ交響楽団 第1679 回定 2010 年９月 10,11 ＮＨＫホール

ベルリオーズ「歌劇『ベアトリスとベネディクト』序

期公演

曲」他

日

ＮＨＫ交響楽団 第1680 回定 2010 年９月 15,16 サントリーホール

チャイコフスキー「幻想序曲『ハムレット』op.67a」

期公演

他

日

ＮＨＫ交響楽団 第1683 回定 2010 年10 月22,23 ＮＨＫホール

メンデルスゾーン「交響曲第４番 イ長調 op.90『イ

期公演

タリア』」他

日

ＮＨＫ交響楽団 第1684 回定 2010 年10 月27,28 サントリーホール

ベートーヴェン「交響曲第８番 ヘ長調 op.93」「序

期公演

曲『レオノーレ』第３番 op.72b」他

日

２．その他の業績 （受賞、特許、資格取得等）
摘要

年月日
1985年

とやま賞（富山県の置県百年を記念し、富山県の将来を担う有為な人材の育成に資する目的をも
って1984年に創設）

1991年

第11回有馬賞（ＮＨＫ交響楽団）

３．学会、及び社会における活動状況 （コンクール審査、マスタークラス、音楽祭、ＣＤリリース等）
活動内容

年月日

[コンクール審査]
2005 年８月 10～14 日

第３回名古屋国際音楽コンクール 審査

2005 年 11 月 18～20 日

第７回フォーバルスカラシップ ストラディヴァリウス コンクール（会場：
すみだトリフォニーホール小ホール） 審査

[オーケストラ在団]
1974 年

ダルムシュタット国立歌劇場管弦楽団 第１コンサートマスターに就任

1979 年９月から現在まで

ＮＨＫ交響楽団 コンサートマスター。現在はソロ・コンサートマスター。

1993 年から 2008 年３月８日まで

イシハラホール誕生と共にホールのレジデントアンサンブルとして結成
された「イシハラ リリック アンサンブル」（国際的に活躍する関西出身
のわが国トップアーティストたちを中心とした 16 人の弦楽アンサンブ
ル）のリーダーを務める。

［CD リリース］
2006 年 2 月 23 日

オクタヴィア Exton より「モーツァルト『ヴァイオリン・ソナタ第40 番』、フラ
ンク『ヴァイオリン・ソナタ』」をリリース。共演：Pf 清水和音

[マスタークラス]
2009 年８月

いしかわミュージックアカデミー （石川県）

2009 年 12 月

桐朋ストリングスセミナー
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