
開設科目と担当指導教授 

▼前期担当教授 ７月 21日○日～７月 30日○火：10日間 

ピアノ 

Laurent Cabasso / ローラン・カバッソ  

フランスのシュレンヌ生まれ。マガロフ、セボック、シャンドールらに師事した。ストラ

スブール地方音楽院教授。リヨン国立音楽院、パリ国立音楽院教授アシスタント。 

 

Judy Chin / ジュディ―・チン 

台湾出身の女流ピアニスト。ザルツブルグ・モーツァルテウム音楽大学でノイミュラーに

師事。母校とケルン音楽大学で教えた後、現在パリ地方音楽院教授。 

 

Jean-Marie Cottet / ジャン＝マリー・コテ 

パリ国立音楽院でピアノをルヴィエに、室内楽をユボーに師事した後、マリア・クルチョ

の下でも研鑽を積んだ。パリ地方音楽院教授。クール・シルキュイ合奏団の常任ソリスト。 

 

Christine Fonlupt / クリスティーヌ・フォンループ 

フランスの女流ピアニスト。パリ国立音楽院でリグットに師事し、演奏家として活躍。 

サン＝モール地方音楽院教授。パリ国立音楽院教授アシシタント。 

 

Jérôme Granjon / ジェローム・グランジョン 

パリ国立音楽院でピアノをルヴィエとドゥヴァイヨンに、室内楽をユボー学び、演奏家と

して活躍。 

リヨン国立音楽院、パリ地方音楽院教授。ホーボーケン・ピアノ三重奏団ピアニスト。 

 

Fernando Rossano / フェルナンド・ロッサーノ 

ローマ生まれのピアニスト。サンタ・チェチリア音楽院で学んだ後、パリ国立音楽院でタ

ーッキーノとエンゲラーの下で研鑽を積んだ。パリ国立音楽院教授。 

 

Jean-Claude Vanden Eynden / ジャン＝クロード・ファンデン・エイデン 

ベルギーのピアニスト。ブリュッセルでデル・プエヨに師事し他の知、ソロと室内楽の両

面で活躍した。 

ブリュッセル王立音楽院、エリーザベト王妃音楽院教授。 

 

声楽 



Chantal Mathias / シャンタル・マティアス 

フランスのソプラノ歌手。パリ国立音楽院で学び、オペラ歌手としてヨーロッパ各地の歌

劇場で活躍した。パリ国立音楽院教授。 

 

ヴァイオリン 

Véronique Bogaerts / べロニク・ボゲール 

ベルギーの女流 Vn奏者。ブリュッセル王立音楽院とエリーザベト王妃音楽院でカルロ・フ

ァン・ネステに師事。ブリュッセル王立音楽院教授。 

 

Nathalie Chabot / ナタリー・シャボ 

フランスの女流 Vn奏者。リヨン国立音楽院でゲステムのの学んだ後、パリ国立音楽院教授

でパスキエに師事。ブーローニュ＝ビヤンクール地方音楽院教授。 

 

Marie Charvet / マリー・シャルヴェ。 

フランスの女流 Vn奏者。パリ国立音楽院でドゥカンとムイエールに師事。シェリングやメ

ニューインの下でも研鑽を積んだ。リヨン国立音楽院教授。 

 

Roland Daugareil / ロラン・ドガレイユ 

パリ国立音楽院を首席で卒業した後、メニューイン、ギンゴールド、スターンらに師事し

た。パリ国立音楽院教授の傍らパリ管弦楽団コンサートマスターも務めた。 

 

Rodney Friend / ロドニー・フレンド 

イギリスの Vn 奏者。ロンドン・フィル、ニューヨーク・フィル、BBC 響の紺サーマスタ

ーを務めた。英国王立音楽院教授。ケンブリッジ国際弦楽アカデミー芸術監督。 

 

Ariane Granjon /アリーヌ・グランジョン 

フランスの女流 Vn奏者。ロッテルダム音楽大学でカントロフに、リヨン音楽院でチャバに

師事。パリ 12区ポール・デュカ音楽院、レンヌ地方音楽院教授。 

 

Dong-Suk Kang / カン・ドン＝スク 

韓国を代表する Vn奏者。ジュリーアード音楽院とカーティス音楽院でガラミアンに師事し、

演奏家として活躍した。延世大学音楽部教授。 

 

Stéphanie Moraly / ステファニー・モラリー 

フランスの女流 Vn奏者。パリ国立音楽院で学んだ後、ボストンのニュー・イングランド音

楽院でオークレールに師事し、間髪ね演奏活動を展開。パリ地方音楽院教授。 



 

Yuki Tsuji / 辻 佑季 

東京藝術大学卒業後、ワレーズやカプランに師事。コロンヌ管やキャピトール管を経て現

在パリオペラ座管 Vn奏者。パリ国立音楽院教授アシスタント。 

 

ヴィオラ 

Michel Michalakakos / ミシェル・ミシャラカコス 

ギリシャ出身の Va奏者。パリ国立音楽院でルキアンに師事し、フランス国立管やパリ弦楽

三重奏団で活躍した。パリ国立音楽院教授。 

 

Pierre-Henri Xuereb / ピエール＝アンリ・ゼレヴ 

フランスの Va 奏者。パリ国立音楽院でコロに学んだ後、ジュリアードでトランプラーに、

ボストンでプリムローズに師事した。パリ国立音楽院、エコール・ノルマル音楽院教授。 

 

チェロ 

Yvan Chiffoleau / イヴァン・シフォロー 

フランスの Vc奏者。パリ国立音楽院でナヴァラに師事。チャイコフスキー、バッハ、カザ

ルスなどのコンクールに入賞し、活発な演奏活動を展開した。リヨン国立音楽院教授。 

 

Young-Chang Cho / チョー・ヨン＝チャン 

韓国出身の Vc奏者。カーティス音楽院で学び、パルムやロストロポーヴィチの薫陶を受け

た。エッセン・フォルクヴァング音楽大学教授。 

 

Ophélie Gaillard / オフェリー・ガイヤール 

パリ生まれの女流 Vc奏者。パリ国立音楽院でミュレールに師事し、ソリスト、室内楽奏者

として活発な演奏活動を展開している。ジュネーヴ音楽院教授。 

 

Matthieu Lejeune / マテュー・ルジュヌ 

フランスの Vc奏者。パリ国立音楽院でピドーに学んだ後、ケルンでヘルメルソンに師事し

た。ローザンヌ音楽院、サン＝モール地方音楽院教授。 

 

ハープ 

Sandrine Chatron / サンドリーヌ・シャトロン 

フランスの女流ハープ奏者。パリ国立音楽院で学んだ後、演奏家として活躍。著名な指揮

者やオーケウトラとの共演も多い。ジュネーヴ音楽院教授。 

 



フルート 

Jean Ferrandis / ジャン・フェランディ 

アルジェリア生まれの Fl奏者。リヨン国立音楽院でラリューに師事。パリ・エコールノル

マル、カリフォルニア州立大学音楽部教授。 

 

オーボエ 

Helene Devillenuve / エレーヌ・ドゥヴィルヌーヴ 

フランスの女流 Ob奏者。パリ国立音楽院でブルグ、ワルターに師事。パリ国立音楽院教授

アシスタント。フランス放送フィルソロ奏者。 

 

クラリネット 

Romain Guyot / ロマン・ギュイヨ 

フランスの Cl奏者。パリ・オペラ座管やパリ・バスティーユ木管八重奏団、ドビュッシー

木管五重奏団などで活躍した。ジュネーヴ音楽院教授。 

 

Jérôme Voisin / ジェローム・ヴォワザン 

フランスのリモージュ生まれ。パリ国立音楽院でモラゲスに師事。ブーローニュ地方音楽

院教授。フランス放送フィル首席奏者。 

 

 

▼中期担当教授 8月 1日○木～8月 10日○土：10日間 

ピアノ 

Björn Lehmann / ビョルン・レーマン 

ドイツのケルン生まれ。ベルリン芸術大学でヘルヴィッヒに師事。ベルリン芸術大学教授。

ソリスト、室内楽奏者としても活躍中。 

 

Romano Pallottini / ロマノ・パロッティーニ 

イタリア生まれのピアニスト。イモラ音楽院でベルマンに師事。パリ国立音楽院教授アシ

スタント、サン＝モール地方音楽院教授。 

 

Denis Pascal / ドニ・パスカル 

フランスのアルビ生まれ。パリ国立音楽院でルヴィエに師事した後、フライシャーやシャ

ンドールの下で研鑽を積んだ。パリ国立音楽院教授。 

 

Bruno Rigutto / ブルーノ・リグット 



サンソン・フランソワ唯一の弟子として活発な演奏活動を展開。パリ国立音楽院教授を経

て、エコール・ノルマル音楽院とスコラ・カントルムで教えている。 

 

Fernando Rossano / フェルナンド・ロッサーノ 

ローマ生まれのピアニスト。サンタ・チェチリア音楽院で学んだ後、パリ国立音楽院でタ

ーッキーノとエンゲラーの下で研鑽を積んだ。パリ国立音楽院教授。 

 

Norie Takahashi / 高橋 礼恵 

桐朋学園大学卒業後、ベルリン芸術大学でヘルヴィッヒに師事。活発なソロ活動の他、レ

ーマンとのピアノ・デュオでも活躍している。 

 

Akira Wakabayashi / 若林 顕 

現代日本を代表するピアニストの 1 人。東京藝術大学を経て、モーツァルテウム音楽大学

でライグラフに師事し、活発な演奏活動を展開中。桐朋学園大学、同大学院大学特任教授、

国立音楽大学招聘教授。 

 

声楽 

Christopher Temporelli / クリストファー・テンポレッリ 

アメリカのバス歌手。ミシガン大学でヴーレットに師事した後、オペラ、コンサート歌手

としてアメリカ国内外で活躍。 

 

ヴァイオリン 

Suzanne Gessner / スザンヌ・ゲスナー 

フランスの女流 Vn奏者。パリ地方音楽院教授やパリ国立高等音楽院アシスタント教授を歴

任し、数多くの優れた若手 Vn奏者を育てている。 

 

Dong-Suk Kang / カン・ドン＝スク 

韓国を代表する Vn奏者。ジュリーアード音楽院とカーティス音楽院でガラミアンに師事し、

演奏家として活躍した。延世大学音楽部教授。 

 

Stephan Picard / ステファン・ピカール 

バルセロナ生まれ。ガヴォリーロフやゲオルギュウに師事し、ソリスト、室内楽奏者とし

て活躍。ベルリン・ハンス・アイスラー音楽大学教授。 

 

Christophe Poiget / クリストフ・ポワジェ 

フランスの Vn奏者。パリ国立音楽院でワレーズに師事。パリ地方音楽院教授、パリ国立音



楽院教授アシスタント。 

 

Jan Repko / ヤン・レプコ 

南アフリカ出身の Vn奏者。アムステルダムで学び、ノーザン・フィルのコンサートマスタ

ー務める傍ら、ソリスト、室内楽奏者としても活躍した。英国王立音楽大学、バーミンガ

ム王立音楽院教授。 

 

Rieko Suzuki / 鈴木 理恵子 

桐朋学園大学で篠崎功子に、インディアナ大学でギンゴールドに師事。オーケストラ奏者

を経て、ソリストとして活発な演奏活動を展開。夫・若林顕とのデュオにも意欲的に取り

組んでいる。 

 

ヴィオラ 

Emile Cantor / エミール・カントール 

オランダのアペルドールン生まれ。パリ国立音楽院でコロに師事。エッセン・フォルクヴ

ァング芸術大学、バルセロナ・リセオ音楽院教授。 

 

Francoise Gneri / フランソワーズ・グネリ 

フランスの女流 Va奏者。パリ・オペラ座管で首席を務める傍ら室内楽奏者としても活躍し

た。リヨン国立音楽院、パリ地方音楽院教授。 

 

チェロ 

Augustin Lefebvre / オーギュスタン・ルフェブヴル 

フランスのルーアン生まれ。パリ国立音楽院でナヴァラ、ジャンドロン、クリューらにチ

ェロと室内楽 

を学んだ。リヨン地方音楽院教授。 

 

Marie-Paule Milone / まりー＝ポール・ミローネ 

フランスの女流 Vc奏者。シベリウス音楽院ででノラスに師事した後、アメリカへ渡りシュ

タルケルの下で研鑽を積んだ。パリ地方音楽院教授。 

 

ハープ 

Jana Bouskova / ヤナ・ボウシュコヴァー 

チェコのプラハ生まれ。プラハ音楽院で学んだ後、インディアナ大学でマクドナルドに師

事した。ブリュッセル王立音楽院、プラハ音楽院教授。 

 



フルート 

Andras Adorjan / アンドラーシュ・アドリヤン 

ハンガリーのブダペスト生まれ、ニコレやランパルに師事し演奏家として活躍した。ミュ

ンヘン音楽大学教授。ドイツフルート協会会長。 

 

オーボエ 

Nora Cismondi / ノラ・シスモンディ 

フランスの女流 Ob奏者。パリ国立音楽院でワルター、ブルグらに師事。フランス国立管弦

楽団を経て現在スイス・ロマンド管首席奏者。パリ地方音楽院教授。。 

 

Olivier Doise / オリヴィエ・ドワーズ 

フランスの Ob奏者。パリ国立音楽院でブルグとヴァルターに師事。ブーローニュ＝ビヤン

クール地方音楽院教授。フランス放送管首席奏者。 

 

クラリネット 

Franck Amet / フランク・アメ 

フランスの Cl奏者。パリ国立音楽院卒業後パリ・オペラ座管弦楽団、フランス放送フィル、

パリ室内管などで活躍した。パリ地方音楽院教授。 

 

 

▼後期担当教授 8月 12日○月～8月 21日○水：10日間 

 

ピアノ 

Hortense Cartier-Bresson / オルタンス・カルティェ＝ブレッソン 

フランスの女流ピアニスト。パリ国立音楽院で学んだ後アメリカでセボックに師事し、ソ

リスト、室内楽奏者として活躍。パリ地方音楽院教授。 

 

Hilary Coates /ヒラリー・コーツ 

イギリスの女流ピアニスト。英国王立音楽院でクルチョやカボシュらに師事し、ソロ・室

内楽の両面で活躍した。ロンドン・トリニティ・ラバン音楽大学教授。 

 

Jeffrey Cohen / ジェフェリー・コーエン 

アメリカのツーソン生まれ。インディアナ大学でプレスラーに師事。ニューヨーク・マン

ハッタン音楽学校教授。 

 



Christopher Elton / クリストファー・エルトン 

イギリスのエディンバラ生まれ。世界的なピアノ教育者として、その実績も高く門下多く

の若手ピアニスト育てている。英国王立音楽院名誉教授。 

 

Olivier Gardon / オリヴィエ・ギャルドン 

フランスのニース生まれ。現代フランスを代表するピアノ教師の 1 人。演奏家としても活

躍した後、パリ地方音楽院教授やハノーヴァー音楽大学でも教えている。 

 

Pascal Roge / パスカル・ロジェ 

現代フランスを代表するコンサート・ピアニストの一人。カッチンに師事し、1971 年のロ

ン＝ティボーに優勝。一躍脚光を浴びた。 

 

Nobuhito Nakai / 中井 恒仁 

東京芸術大学を卒業後、ミュンヘンでオピッツに、ザルツブルグでコンタルスキーに師事。

さらにピアノ・デュオをコンタルスキーに、歌曲伴奏法をドイチュに学んだ。桐朋学園大

学准教授、名古屋音楽大学客員教授。 

 

Miwako Takeda / 武田 美和子 

東京芸術大学を卒業後、ミュンヘンでホフマンに、ザルツブルグでコンタルスキーに師事。

ソリスト並びに夫・中井恒仁とのピアノデュオで活躍。現在、上野学園大学、埼玉県立大

宮光陵高等学校講師。 

 

ヴァイオリン 

Alexis Galpérine / アレクシス・ガルペリーヌ 

フランスのパリ生まれ。パリ国立音楽院で学んだ後ジュリアード音楽院でガラミアンとシ

ェリングに師事した。パリ国立音楽院教授。 

 

Mihaela Martin / ミハエラ・マルティン 

ルーマニア出身。ゲオルギュに師事し、演奏家として活躍。ミケランジェロ弦楽四重奏団

第 1Vn奏者。ケルン音楽大学、クロンベルク・アカデミー教授。 

 

Nicolas Miribel / ニコラ・ミリベル 

フランスのブザンソン生まれ。パリ国立音楽院でジャリとムイエールに師事した後、バイ

エルレの下で研鑽を積み演奏家として活躍。リヨン国立音楽院教授。 

 

Akiko Nanashima / 七島 晶子 



桐朋女子校等学校音楽科で三瓶詠子、鷲見三郎氏らに学んだ後、パリ国立音楽院でオーク

レールとジョワに師事し、パリ管弦楽団で活躍した。 

 

Marianne Piketty / マリアンヌ・ピケティー 

フランスの女流 Vn奏者。パリ国立音楽院で学んだ後、ジュリアード音楽院でディレイに師

事した。リヨン国立音楽院教授。 

 

Lucie Robert / ルーシー・ロバート 

カナダ生まれの女流 Vn奏者。モントリオール音楽大学で学んだ後、インディアナ大学でギ

ンゴールドに師事。マンハッタン音楽学校教授。 

 

Guillaume Sutre / ギヨーム・シュートル 

フランスの Vn奏者。パリ音楽院でプーレに学んだ後、インディアナ大学でギンゴールドに

師事した。イザイ弦楽四重奏団の第 1Vn 奏者を 20 年に亘って務めた。カリフォルニア大

学ロサンゼルス校教授。 

 

ヴィオラ 

Marie-Christine Witterkoer / マリー＝クリスティーヌ・ヴィタ－ケ－ル 

フランスの女流 Va奏者。パリ国立音楽院で学び、オーケストラやアンサンブルで活躍。サ

ン＝モール地方音楽院、パリ・モーリス・ラヴェル音楽院教授。 

 

チェロ 

Xavier Gagnepain / クサヴィエ・ギャーネパン 

フランスのパリ生まれ。パリ国立音楽院で学んだ。ブーローニュ＝ビヤンクール音楽院教

授。ロザムンデ弦楽四重奏団 Vc奏者。 

 

Marie Hallynck  / マリー・ハリンク 

べるぎーの女流 Vc奏者。パリでフラショーに、シュトゥットガルトでグットマンに、アメ

リカでシュタルケルに師事した。ブリュッセル王立音楽院教授。 

 

Frans Helmerson / フランス・ヘルメルソン 

スェーデン出身。プリースやロストロポーヴィチに師事。スウェーデン放送響の首席奏者

を務めた後、ソリスト、室内楽奏者として活躍。クロンベルク・アカデミー教授。 

 

Philippe Muller /フィリップ・ミュレール 

フランスのアルザス生まれ。パリ国立音楽院でトルトゥリエとナヴァラに師事。パリ国立



音楽院名誉教授。マンハッタン音楽院学校教授。 

 

Tilmann Wick / ティルマン・ヴィック 

ドイツの Vc 奏者。16 歳でデビューし、これまで世界各地を舞台に活発な演奏活動を展開

している。ハノーヴァー音楽大学教授。 

 

コントラバス 

Yann Dubost  / ヤン・デュボスト 

フランスのリヨン生まれ。リヨン国立音楽院卒業後パリ管弦楽団に入団。現在はフランス

放送フィル主席奏者の傍ら、パリ地方音楽院でも教えている。 

 

ハープ 

Sylvain Blassel / シルヴァン・ブラッセル 

フランスのHarp奏者。リヨン国立音楽院を卒業後、アンテルコンタンポランに所属し、ソ

リストとしても活躍。リヨン国立音楽院教授。 

 

フルート 

Vincent Lucas / ヴァンサン・リュカ 

フランスのナント生まれ。キャピトール管、ベルリン・フィルを経て 1994年よりパリ管弦

楽団首席 Fl奏者。パリ国立音楽院、パリ地方音楽院教授。 

 

クラリネット 

Florent Heau / フローラン・エオ 

フランスの Cl奏者。パリ国立音楽院でアリニョンの下で学び、ソロ、室内楽の両面で活躍。

パリ地方音楽院、ローザンヌ音楽院教授。 

 

Manuel Metzger / マニュエル・メッツガー 

フランス生まれの Cl 奏者。ストラスブール音楽院で学んだ。ヴェルサイユ地方音楽教授。

フランス放送フィルソロ奏者。 

 

ファゴット 

Laurent Lefevre / ローラン・ルフェーヴル 

フランスの Fg 奏者。パリ国立音楽院でアラールとオーダンに師事。パリ国立音楽院教授。

パリ・オペラ座管やマーラー室内管で活躍した。 

 


