
開設科目と会期別担当指導教授 2018  

前期＝7 月 21 日（土） - 7 月 30 日（月）・10 日間 

■ピアノ 
Laurent Cabasso / ローラン・カバッソ 
パリ国立音楽院・リヨン国立音楽院 
 
Judy Chin / ジュディ―・チン 
パリ地方音楽院 
 
Jean-Marie Cottet / ジャン＝マリー・コテ 

 パリ地方音楽院 
 
Christine Fonlupt / クリスティン・フォンラプト 
パリ国立音楽院・サン＝モール地方音楽院 
 
Jérôme Granjon /ジェローム・グランジョン 
リヨン国立音楽院・パリ地方音楽院 
 
Youngho Kim / ユンホ・キム 
ソウル・延世大学校 
 
Hervé n’kaoua / エルヴェ・ンカウワ 
リヨン国立音楽院 
 

 Pascal Roge / パスカル・ロジェ 
  現代フランスを代表するピアニストの一人。 
  

Kyeong-Won Roh /キョン・ウォン・ロー 
釜山仁済大学 

 
Fernando Rossano / フェルナンド・ロッサーノ 
パリ国立音楽院・サンモール地方音楽院 

 
■声楽 
 Chantal Mathias / シャンタル・マティアス 
 パリ国立音楽院 
 
■ヴァイオリン 
Nathalie Chabot / ナタリー・シャボ 
ブーローニュ＝ビヤンクール地方音楽院 
 

 Marie Charvet / マリー・シャルヴェ 
 リヨン国立音楽院 
  
 Ariane Granjon /アリーヌ・グラニヨン 
パリ１２区ポール・デュカ音楽院 

 
Dong-Suk Kang / カン・ドン＝スク 
延世大学音楽学部 

 
  Stéphanie Moraly / ステファニー・モラリー 
 パリ地方音楽院教授。 
 
■ヴィオラ 
 Francoise Gneri / フランソワーズ・グネリ 
 リヨン国立音楽院・パリ地方音楽院 
 

Michel Michalakakos / ミシェル・ミカラカコス 
 パリ国立音楽院・ブーローニュ＝ビヤンクール地方音楽院 
 
 Pierre-Henri Xuereb / ピエール=アンリ・ゼレブ 
パリ国立音楽院・パリ エコール ノルマル 



■チェロ 
Yvan Chiffoleau / イヴァン・シフォロー 

 リヨン国立音楽院 
 
 Young-Chang Cho / チョー・ヨン＝チャン 
 エッセン･フォルクヴァング音楽大学・ソウル延世大学 
 

Matthieu Lejeune / マシュー・ルジューヌ 
 サン＝モール地方音楽院・ローザンヌ高等音楽院 
 

Martin Löhr / マーティン・ローア 
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席 Vc奏者 

 
■フルート 
 Jean Ferrandis / ジャン・フェランディ 
 パリ・エコールノルマル、カリフォルニア州立大学音楽部 
 
 Hae- Kyung Lee / リー・ハー＝キャン 
  檀国大学校教授。 
 
■クラリネット 
  Romain Guyot / ロマン・ギュイヨ 
ジュネーヴ音楽院教授。ヨーロッパ室内管ソロ Cl 奏者。 

 
■チャント/ヴォイス 
Chantal Mathias / シャンタル・マティアス 
パリ国立音楽院 
 

中期＝8 月 1 日（水） -  8 月 10 日（金）・10 日間 

■ピアノ 
Susumu Aoyagi / 青柳晋 
東京芸術大学 
 
Pascal Devoyon / パスカル・ドヴォワイヨン 
ベルリン芸術大学 
●アシスタント：村田理夏子（ベルリン芸術大学講師） 
 
Klaus Hellwig / クラウス・ヘルヴィッヒ 
ベルリン芸術大学 
 
Mi-Joo Lee / ミー・ジョー・リー 
ベルリン芸術大学 
 
Bjorn Lehmann / ビヨルン・レーマン 
ベルリン芸術大学 
 
Rikako Murata / 村田 理夏子 
ベルリン芸術大学 
 
Romano Pallottini / ロマノ・パロッティーニ 
パリ国立音楽院・サン＝モール地方音楽院 
 

 Bruno Rigutto / ブルーノ・リグット 
パリ・エコール・ノルマル音楽院 
 
Fernando Rossano / フェルナンド・ロッサーノ 

  パリ国立音楽院・サン＝モール地方音楽院 
 
 Norie Takahashi /  高橋 礼恵 
 ベルリン在住の女流ピアニスト 
 
 Akira Wakabayashi / 若林 顕 
桐朋学園大学 



■ヴァイオリン 
 Suzanne Gessner / スザンヌ・ゲスナー 
 パリ地方音楽院・パリ国立音楽院 
 

Dong-Suk Kang / カン・ドン＝スク 
延世大学音楽部 

 
 Sung-Ju Lee / スン・ジュ・リー 
  韓国芸術総合学校 
 

Christophe Poiget / クリストフ・ポワジェ 
ブーローニュ=ビヤンクール地方音楽院 
 
Jan Repko / ヤン・レプコ 
英国王立音楽大学、王立ノーザン音楽大学教授。 
 
Reiko Suzuki /鈴木玲子 
日本のヴァイオリニスト 

 
■ヴィオラ 

Emile Cantor / エミール・カントール 
エッセン・フォルクヴァング芸術大学 

 
 Marie-Christine Witterkoer / マリー＝クリスティーヌ・ヴィタ－ケ－ル 
 サン＝モール地方音楽院、パリ 13区音楽院教授。 
 
■チェロ 

Min-Ji Kim / ミン・ジ・キム 
啓明大学校 

 
Laurentiu Sbarcea /ローレンテュ・スバルセア 
フォルクヴァング芸術大学 

 
Troels Svane /トレルス・スヴァーネ 
ハンス・アイスラー音楽大学・リューベック音楽大学 

 
■フルート 
 Hyeri Yoon / ユン・ヘリ 
 ソウル国立大学音楽部 
 
■オーボエ 
 Helene Devillenuve / エレーヌ・ドヴュヌーヴ 
 フランス放送フィル Ob奏者・パリ国立音楽院・パリ地方音楽院 
 
Olivier Doise / オリヴィエ・ドワーズ 

 フランス放送フィル Ob奏者・ブーローニュ＝ビヤンクール地方音楽院 
 
■クラリネット 
 Franck Amet / フランク・アメ 
 リヨン国立音楽院・パリ地方音楽院 
 
 Romain Guyot / ロマン・ギュイヨ 
 ジュネーヴ音楽院・ソウル国立大学音楽部・ヨーロッパ室内管ソロ Cl奏者 
  

Manuel Metzger / マニュエル・メッツガー 
 ブーローニュ地方音楽院音楽院・フランス放送フィルソロ Cl奏者 
 
■チャント・ヴォイス 
 Christopher Temporelli / クリストファー・テンポレッリ 
 慶州大学校 
 
 
 
 



後期＝8 月 12 日（日） - 8 月 21 日（火）・10 日間 
 
■ピアノ 
 Hortense Cartier-Bresson /オルタンス・カルティエ＝ブレッソン 
 パリ国立音楽院 
 
 Jeffrey Cohen / ジェフェリー・コーエン 
ニューヨーク・マンハッタン音楽院 
 

 Pascal Devoyon / パスカル・ドヴォワイヨン 
ベルリン芸術大学 
●アシスタント：村田理夏子（ベルリン芸術大学講師） 
 
Jean-Baptiste Fonlupt /ジャン＝バティスト・フォンルー 
リュエイユ＝マルメゾン地方音楽院 
 
Daejin Kim / キム・デジン 
韓国国立芸術大学 
 
Rikako Murata / 村田 理夏子 
ベルリン芸術大学 
 
Nobuhiro Nakai /中井 恒仁 
桐朋学園大学・名古屋音楽大学 
 
Yoon Ju Oh /ユンジュ・オー 
ソウル誠信女子大学 
 
Jacques ROUVIER / ジャック・ルヴィエ 

 モーツァルテウム音楽大学・ベルリン芸術大学 
 
Miwako Takeda /武田 美和子 
上野学園大学 
 
Jean-Claude Vanden Eynden / ジャン＝クロード・ファンデン・エイデン 
エリーザベト王妃音楽院 

 
■ヴァイオリン 
Véronique Bogaerts / べロニク・ボゲール 
ブリュッセル音楽院・エリーザベト王妃音楽院 

 
Nanashima Akiko /七島 晶子 
ブーローニュ＝ビヤンクール音楽院 

 
Marianne Piketty / マリアンヌ・ピケティー 

 リヨン国立音楽院 
 

Lucie Robert / ルーシー・ロバート 
 ニューヨーク・マンハッタン音楽院 
 
  Guilaume Sutre /ギヨーム・シュートル 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 
 
Ulf Wallin / ウルフ・ヴァーリン 
ハンス・アイスラー音楽大学 

 
■ヴィオラ 
 Sang-Jin Kim / サン・ジン・キム 
ソウル延世大学 

  
 Hanna Lee / ハンナ・リー 
 ソウル延世大学 
 
 



■チェロ 
Xavier Gagnepain /クサヴィエ・ギャーネパン 
ブーローニュ＝ビヤンクール音楽院 

 
Ophélie Gaillard / オフェリー・ガイヤール 
ジュネーヴ州立高等音楽院・ヴェルサイユ国立音楽院 

 
Philippe Muller /フィリップ・ミュレール 

 マンハッタン音楽院 
 
 Tilmann Wick / ティルマン・ヴィック 
 ハノーヴァー音楽大学 
 
■フルート 
 Vincent Lucas / ヴァンサン・リュカ 
 パリ国立音楽院教授、パリ管弦楽団ソロ Fl奏者。 
 
■オーボエ 
 Nora Cismondi / ノラ・シスモンディ 
  パリ地方音楽院教授。フランス国立管弦楽団ソロ Ob奏者。 
 
■クラリネット 

Nicolas Baldeyrou /  
リヨン国立音楽院 
 
Florent Heau / フローラン・エオー 
パリ地方音楽院 

  
Jérôme Voisin / ジェローム・ヴォワザン 
ブーローニュ地方音楽院音楽院 
 

■ファゴット 
 Laurent Lefevre / ローラン・ルフェーヴル 
 パリ国立音楽院 

 
 

 

 


