
前期  ７月 15 日㊊～７月 27 日㊏／担当教授 

ピアノ 

Dmitri Alexeev / ドミトリー・アレクセーエフ 

ロシアのモスクワ生まれ。モスクワ音楽院でバシキロフに師事し、演奏家として活躍。英国王立音楽大学教授。 

 

Ya-Fei Chuang / チャン・ヤ＝フェイ＊ 

台湾出身アメリカ在住の女流ピアニスト。ボストン・ニュー・イングランド音楽院教授。 

 

Christopher Hinterhuber / クリストファー・ヒンターフーバー＊ 

オーストリアのピアニスト。ウィーン国立音楽大学教授。演奏家としても活躍している。 

 

Robert Levin / ロバート・レヴィン＊ 

アメリカ生まれのピアニスト。ハーヴァード大学音楽部教授。音楽学者としても活躍している。 

 

Andrea Lucchesini / アンドレア・ルケシーニ＊ 

イタリアのピアニスト。マリア・ティーポに師事し演奏家として活躍。フィエゾレ音楽院教授。 

 

Jacques Rouvier / ジャック・ルヴィエ 

長年パリ国立音楽院で教えた後、ベルリン芸術大学を経て、現在モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

オルガン 

Hannfried Lucke / ハンフリート・ルッケ（7月 20日まで） 

ドイツのオルガニスト。モーツァルテウム音楽大学教授。演奏家としても活躍している。 

 

声楽 

Luciana Serra / ルチアーナ・セッラ 

イタリアのソプラノ歌手。20世紀後半を代表するオペラ歌手の 1人。ミラノ･スカラ座研修所講師。 

 

Bernd Valentin / ベルント・ヴァレンティン 

ドイツのバリトン歌手。ケルン音楽大学でニコライとケリー師事した。モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

Zheng Zhou / ジェン・シュー 

中国出身のバリトン歌手。メトロポリタン歌劇場でデビューしオペラ歌手として活躍。 上海音楽大学教授。 

 

Hedwig fassbender / ヘドウィグ・ファスベンダー＊（7月 20日より） 

ドイツのメゾソプラノ歌手。ミュンヘンでヘフリガーに師事。フランクフルト音楽大学教授。フランクフルト歌劇場、チューリッヒ歌劇場オ

ペラスタジオ講師。 

 

リート 

Hartmut Höll / ハルトムート・ヘル＊（7月 25日まで） 

カールスルーエ音楽大学教授。歌曲伴奏者、室内楽奏者として活発な演奏活動を展開中。 

 



 

ヴァイオリン 

Christian Altenburger / クリスティアン・アルテンブルガー＊ 

ドイツのハイデルブルグ生まれ。ニューヨークでディレイに師事した。ウィーン国立音楽大学教授。 

 

Lewis Kaplan / ルイス・カプラン 

アメリカの Vn 奏者。ジュリアード音楽院でガラミアンに師事。教育者としての実績も多く、ジュリアードや英国王立音楽大学などを

始め、各国の主要な音楽大学に招かれている。 

 

Kirill Troussov / キリル・トルソフ 

ロシア生まれの若手 Vn奏者。ブロンとポッペンに師事し、オイストラフ、メニューインらの薫陶を受け演奏家として活躍中。 

 

Ulf Wallin / ウルフ・ヴァーリン＊ 

スウェーデン出身の Vn奏者。ハンス・アイスラー音楽大学教授。演奏家としてもソロ・室内楽の両面で活躍中。 

 

ヴィオラ 

William Coleman / ウィリアム・コールマン（7月 20日まで） 

フィラデルフィア生まれの Va奏者。モーツァルテウム音楽大学でリブルとハーゲンに師事し、クス弦楽四重奏団に入団。 

室内楽奏者として活躍中。モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

Jean Sulem / ジャン・シュレム（7月 22日より） 

フランスの Va奏者。パリ国立音楽院でコロに師事。パリ国立音楽院教授。ロザムンデ四重奏団 Va奏者。 

 

コントラバス 

Alois Posch / アロイス・ポッシュ（7月 22日より） 

オーストリアのシュティアーマルク生まれ。ウィーン国立音楽大学教授。ウィーン・フィルハーモニーで首席奏者を務めた。 

 

フルート 

Wally Hase / ヴァリー・ハーゼ＊ 

ドイツの女流 Fl奏者。ジェラールとニコレに師事。ワイマール歌劇場管の首席を務めた後、現在はソリストとして活躍中。 

ワイマール・リスト音楽大学教授。 

 

オーボエ 

Jean-Louis Capezzali / ジャン＝ルイ・カペッツァーリ 

フランスのサン＝テティエンヌ生まれ。パリ・ラムラー管を経てフランス放送フィル首席を務めた。リヨン国立音楽院教授。ローザンヌ音

楽院教授。 

 

クラリネット 

Andreas Schablas / アンドレアス・シャプラス 

オーストリアの Cl 奏者。ウィーン国立音楽大学でシュミードルに師事。モーツァルテウム音楽大学教授。バイエルン歌劇場管やウィ

ーン室内管の首席も務めた。 

 



ファゴット 

Philipp Tutzer / フィリップ・トゥッツァー 

イタリアのボルザノ生まれ。ウィーンでトゥルノフスキーに、ハノーヴァーでイェンセンに師事した。モーツアルテウム管首席奏者。リンツ・

ブルックナー音楽院教授。 

 

ホルン 

Johannes Hinterholzer / ヨハネス・ヒンターホルツァー（7月 19日まで） 

オーストリアの Hrn 奏者。ミュンヘン音楽大学教授。モーツァルテウム管を経て現在、ザルツブルグ・カメラータ首席奏者も務めてい

る。 

 

 

中期  ７月 29 日㊊～8 月 10 日㊏／担当教授 

ピアノ 

Arnulf von Arnim / アルヌルフ・フォン・アルニム＊ 

ドイツのハンブルグ生まれ。パリでサンカンに師事。アラウやケンプノ下でも研鑽を積んだ。エッセン・フォルクヴァング音楽大学教授。

シューベルト・コンクール芸術監督。 

 

Andrea Bonatta / アンドレア・ボナッタ＊ 

イタリアのボルザノ生まれ。ウィーンでバドゥラ=スコダに、ジュネーヴでマガロフに師事。演奏家や指揮者としての活動の他、教育活

動にも幅広く活躍。 

 

Andreas Frölich / アンドレアス・フレーリヒ＊ 

ドイツ生まれ。フライブルクでマルグリスに、ケルンでギリロフに師事。ケルン音楽大学アーヘン校教授。 

 

Peter Lang / ペーター・ラング＊ 

モーツァルテウム音楽大学名誉教授並びに財団名誉会員、著名な国際コンクールでの 審査も多い。 

 

Leonel Morales / レオネル・モラレス 

キューバ生まれスペイン国籍のピアニスト。スペイン・カステヨン音楽院教授。主要な国際コンクールでの審査も多く、教育者として

の評価も高い。 

 

Claudius Tanski / クラウディウス・タンスキー 

ドイツのエッセン生まれ。ウィーンでライグラフとメジモレッツに師事した後、ブレンデルの下で研鑽を積んだ。モーツァルテウム音楽大

学教授。 

 

Pavel Gililov / パヴェル・ギリロフ（8月 5日より） 

ウクライナのドネツク生まれ。レニングラード音楽院で学び、演奏家として活躍した。ケルン音楽大学、モーツァルテウム音楽大学教

授。 

 

声楽 

Claudia Eder / クラウディア・エダー 

ドイツのメゾソプラノ歌手。マリアンネ・シェヒの下で学びオペラ歌手として活躍した。マインツ音楽大学教授 



Christiane Iven / クリスティアーネ・イヴェン＊ 

ドイツのソプラノ歌手。ハンブルクでベックマンに、ベルリンでフィッシャー＝ディスカウに師事し、オペラ・コンサート歌手として活躍した。 

ミュンヘン音楽大学教授。 

 

Claudia Visca / クラウディア・ヴィスカ＊ 

アメリカ出身のソプラノ歌手。ウィーンで学びヨーロッパのオペラ劇場で活躍。ウィーン国立音楽大学教授。 

 

リート 

Christian Immler / クリスティアン・イムラー＊ 

ドイツのバス・バリトン歌手。ギルドホール音楽大学でピエルナイに師事しコンサート歌手として活躍。ローザンヌ音楽院教授。 

 

ヴァイオリン 

Ernst Kovacic / エルンスト・コヴァチッチ＊ 

ウィーン生まれ Vn奏者、指揮者。演奏家としてもウィーン・フィルを始め世界の主要なオーケストラと協演するほか、 

室内楽奏者としても活躍。ウィーン国立音楽大学教授。 

 

Mi-kyung Lee / リー・ミキュン 

韓国出身の女流 Vn奏者。モーツァルテウム音楽大学でヴェーグに師事した後、チュマチェンコの下でも研鑽を 

積んだ。ミュンヘン音楽大学教授。ベルリン芸術大学客員教授。 

 

Viviane Hagner / ヴィヴィアン・ハーグナー（8月 3日まで） 

ミュンヘン生まれの女流 Vn奏者。ソリスト、室内楽奏者として活発な演奏活動を展開中。マンハイム音楽大学教授。 

 

Barnabas Kelemen / バルナバーシュ・ケレメン（8月 4日まで） 

ハンガリーの Vn 奏者。ブダペスト・リスト音楽大学教授。ブダペスト祝祭アカデミー芸術監督。ケレメン四重奏団を結成し活発な

演奏活動を展開。 

 

ヴィオラ 

Thomas Riebl / トーマス・リーブル（8月 3日まで） 

ウィーン生まれの Va 奏者。フュールリンガー、ヴェーグらに師事した。モーツァルテウム音楽大学教授、英国王立ノーザン音楽大学

客員教授。 

 

Antonello Farulli / アントネッロ・ファルッリ（8月 5日より） 

イタリアの Va奏者。ソリスト、室内楽奏者として活躍する傍ら、フィエゾレ、イモラの音楽院で教鞭を執り、マーラー・ユーゲント管の

講師も務めている。 

 

チェロ 

Orfeo Mandozzi / オルフェオ・マンドッツィ 

スイスのロカルノ生まれ。パリ国立音楽院で学んだ後、ロストロポーヴィチやトルトゥリエらの下で研鑽を積んだ。チューリッヒ音楽大

学教授。 

 

 



後期 8 月 12 日㊊～8 月 24 日㊏／担当教授 

ピアノ 

Aquiles Delle Vigne / アキレス・デッレ＝ヴィーニュ 

アルゼンチン生まれのピアニスト。現代を代表するピアノ教育者の 1人として、世界各国の主要音楽大学でマスタークラス 

を主宰するほか、国際コンクールでの審査も多い。 

 

Roland Pöntinen / ローランド・ペンティネン 

スウェーデンのストックホルム生まれ。スウェーデン王立音楽院で学んだ後、プレスラー、シェベック、レオンスカヤらに師事し演奏家と

して活躍。 

 

Henri Sigfridsson / ヘンリー・シーグフリードソン 

フィンランドのトルク生まれ。シベリウス・アカデミーでタヴァッシェルナに、ケルン音楽大学でギリロフに師事した。エッセン・フォルクヴァン

グ芸術大学教授 

 

Dina Yoffe / ディーナ・ヨッフェ 

ラトヴィア出身の女流ピアニスト。モスク音楽院でゴルノスタエヴァに師事。愛知県立芸術大学、ハンブルク音楽大学などで教授を

務め、現在バルセロナ・リセウ音楽大学特別教授。 

 

Frank Wibaut / フランク・ウィバウト 

イギリスのピアニスト。演奏家としての活動とは別に、英国王立音楽院、英国王立音楽大学、王立ノーザン音楽大学などで教授

を務め、ピアノ教師として国際的な評価も高い。 

 

Wolfgang Brunner / ヴォルフガング・ブルンナー＊ 

ドイツのレーゲンスブルク生まれ。ピアノをライグラフに、チェンバロをギルバートに師事した。モーツァルテウム音楽大学教授。 

●希望者はフォルテピアノ、又はチェンバロでも参加できます。 

 

Arie Vardi / アリエ・ヴァルディ（8月 17日まで） 

イスラエル出身のピアニスト。ハノーヴァー音楽大学、テル・アヴィヴ大学音楽部教授。 

 

声楽 

Michèle Crider / ミシェル・クライダー 

アメリカのソプラノ歌手。メトロポリタンを始め、ウィーン、ベルリンなど、ドラマティック・ソプラのとして世界の主要歌劇場に客演するほ

か、コンサート歌手としても活躍。 

 

Kurt Widmer / クルト・ヴィトマー 

スイスのバリトン歌手。コンサート歌手、オラトリオ歌手として国際的な演奏活動を展開した。バーゼル・スコラカントルム名誉教

授。 

 

John Thomasson / ジョン・トマソン 

アメリカ出身のバリトン歌手。モーツァルテウム音楽大学教授で学び、オペラ、コンサートに活躍した。モーツァルテウム音楽大学教

授。 

 



 

ヴァイオリン 

Pierre Amoyal / ピエール・アモイヤル 

現代フランスを代表するVn奏者の 1人。パリ国立音楽院で学んだ後、ハイフェッツに師事。パリ国立音楽院教授を経て、現在ロ

ーザンヌ音楽院教授。カメラータ・ローザンヌ音楽監督。 

 

Zakhar Bron / ザハール・ブロン 

現代を代表するヴァイオリン教師の 1人。チューリッヒ音楽大学、ケルン音楽大学、マドリッド・ソフィア王妃音楽院教授。 

 

Sergiu Schwartz / セルジュ・シュワルツ 

ルーマニア出身の Vn奏者。ブカレストでゲオルギュにまんだのち、ジュリアードでディレイに師事した。アメリカ・コロンバス州立大学シ

ュウォブ音楽学校教授。 

 

Michael Vaiman / ミヒャエル・ヴァイマン 

ウクライナ出身の Vn 奏者。モスクワ音楽院でオイストラフに師事した。テル・アヴィヴのルービン音楽院で教えた後、現在ケルン音

楽大学教授。その間、ワルター・レヴィンに室内楽を学んだ。バーゼル音楽大学教授。 

 

ヴィオラ 

Andreas Willwohl / アンドレアス・ヴィルヴォール 

ドイツのエアフルトに生まれ。ハンス・アイスラー音楽大学でリプカに師事。ニュルンベルク音楽大学教授。長年に渡りベルリン放送

響首席も務めた。 

 

チェロ 

Maria Kliegel / マリア・クリーゲル 

ドイツの女流 Vc奏者。インディアナ大学ブルーミントン校でシュタルケルに師事した。ケルン音楽大学教授。ジリオン・ピアノ三重奏

団を結成し活発な演奏活動を展開。 

 

Enrico Bronzi / エンリコ・ブロンツィ 

イタリアのパルマ生まれ。パルマ・ピアノ三重奏団 Vc 奏者としての活動の他、近年は指揮活動にも取り組んでいる。モーツァルテウ

ム音楽大学教授。 

 

 


