
前期  ７月 11 日㊊～７月 23 日㊏／担当教授 

ピアノ 

Andreas Frölich / アンドレアス・フレーリヒ（20 日まで） 

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。 

 

Rolf Plagge / ロルフ・プラッゲ 

北部ドイツのヴェスターシュテーデ生まれ。ウィーンでバドゥラ＝スコダに、ハノーヴァーでケマーリンクに師事。モーツァルテウム音楽大

学教授。 

 

Herbert Schuch / ヘルベルト・シュフ 

ルーマニア生まれのピアニスト。モーツァルテウム音楽大学でケマーリンクに師事した後、ブレンデルの薫陶を受け、2005 年のベート

ーヴェンコンクールに優勝。以来活発な演奏活動を展開中。 

 

Yaara Tal / ヤーラ・タール + Andreas Groethuysen / アンドレアス・グロートホイゼン 

イスラエル出身のタールと、ドイツのピアニスト、グロートホイゼンで編成するピアノ・デュオ。 

ヨーロッパを中心に活発な演奏活動展開中。 

 

 

オルガン 

Hannfried Lucke / ハンフリート・ルッケ（7月 17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 

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。 

 

Janet Perry / ジャネット・ペリー 

アメリカのソプラノ歌手。モーツァルテウム音楽大学教授。カーティス音楽院在学中からヨーロッパの主要な歌劇場に出演し、スープ

レッド・ソプラノとして活躍した。 

 

 

リート 

Christoph Strehl / クリストフ・シュトレール 

モーツァルテウム音楽大学教授。モーツァルト・テノールとして活躍中。 

 

 



Pauliina Tukiainen / パウリーナ・トゥキアイネン 

フィンランド出身の歌曲伴奏ピアニスト。モーツァルテウム音楽大学教授。 

●2人で１つのクラスを受け持ちます。 

 

 

ヴァイオリン 

Alexander Gilman / アレクサンダー・ギルマン 

ドイツのバンベルク生まれ。ジュリアードでディレイに学んだ後、ケルン音楽大学でブロンに師事。気鋭の若手ソリストを集めた LGT

ヤングソロイスツを立ち上げ、活発な演奏活動を展開している。 

 

Latica Honda-Rosenberg / ラティカ・ホンダ＝ローゼンベルク 

クロアチア人の父と日本人の母を持つドイツの女流 Vn 奏者。デトモルト音楽大学でヴァルガに、マドリッドのソフィア王妃ン学院で

ブロンに師事。ベルリン芸術大学教授。 

 

 

ヴィオラ 

Thomas Riebl / トーマス・リーブル 

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。 

 

 

チェロ 

Rafael Rosenfeld / ラファエル・ローゼンフェルト（7 月 19 日まで） 

スイスのルツェルン生まれ。チューリッヒ音楽大学で学んだ後、リューベック音楽大学でゲリンガスに師事し、演奏家として活躍。バー

ゼル音楽大学教授。 

 

 

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。ウィーン国

立音楽大学教授。 

 

 

 

 

 

 

 



中期  ７月 25 日㊊～8 月 06 日㊏／担当教授 

ピアノ 

Andrea Bonatta / アンドレア・ボナッタ 

イタリアのボルザノ生まれ。生地の音楽院で学んだ後、マガロフやケンプの下で研鑽を積み演奏家として活躍した。近年はオーケス

トラ指揮者としても活躍している。 

 

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。音楽学者としての評価も高い。 

 

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。 

 

 

声楽 

Mario Diaz / マリオ・デイアス 

チリ出身のテノール歌手。ブダペストのリスト・アカデミーで学んだ後、ストックホルムでニコライ・ゲッダに師事。 

モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

Sumi Jo / スミ・ジョー 

韓国出身のソプラノ歌手。ザルツブルグ音楽祭で、カラヤンに「神からの贈り物」絶賛されオペラ歌手としての名声を確立。今も世

界の檜舞台で活躍している。 

 

Ildikò Raimondi / イルディコ・ライモンディ 

ルーマニア出身のソプラノ歌手。ウィーン国立歌劇場専属歌手として幅広いレパートリーで活躍中。 

モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

 

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、演奏家として活躍。ウィーン国立音楽大学教授。 

 



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。 

 

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。 

 

 

ヴィオラ 

Wilfried Strehle / ヴィルフリート・シュトレーレ 

20世紀を代表する Va奏者の 1人。ベルリン・フィルの首席奏者を務る傍ら、ソリスト、室内楽奏者としても活躍した。ベルリン芸

術大学、カラヤン・アカデミー教授。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



後期 8 月 08 日㊊～8 月 20 日㊏／担当教授 

ピアノ 

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在住のピアニスト。ヴォスクレセンスキーとラタイナーに師事し、活発な演奏活動を展開している。マドリッド・

アルフォンス 10 世大学教授。 

 

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。 

 

Andreas Weber / アンドレアス・ウェーバー 

ケルン音楽大学でカリン・メルレに、ザルツブルグでライグラフに師事し、ソリスト、室内楽奏者として活躍。 

モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

Arie Vardi / アリエ・ヴァルディ（8月 13 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。 

 

Markus Schirmer / マルクス・シルマー（8 月 15 日より） 

オーストリアのグラーツ生まれ。ウィーン国立音楽大学でケーラー、バドゥラ＝スコダに師事。グラーツ国立音楽大学教授。 

 

 

声楽 

Andreas Macco / アンドレアス・マッコ 

ドイツのバス＝バリトン歌手。オペラ、コンサートに幅広く活躍。モーツァルテウム音楽大学教授。 

 

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。 

 

 

リート 

Andreas Schmidt / アンドレアス・シュミット 

ドイツの名バリトン。フィッシャーディースカウに支持し、オペラ・コンサートに世界の檜舞台で活躍。 

ミュンヘン音楽大学、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。 

 

Barbara Doll / バーバラ・ドール 

ミュンヘン生まれの女流Vn奏者。チュマチェンコ、ツェートマイアー、ブランディスらに師事し、演奏家として活躍。バーゼル音楽大学、

ベルン音楽大学教授。 

 

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学んだ後、ジュリアードでディレイに師事。その後、スターン、メニューイン、チェリ

ビダックらの薫陶を受け演奏家として活躍。ローザンヌ音楽院久寿。 

 

 

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し、長年に渡りベルリン放送響首席も務めた。 

ニュルンベルク音楽大学教授。 

 

 

チェロ 

Valentin Radutiu / ファレンティン・ラドゥティウ 

ミュンヘン生まれの Vc 奏者。モーツァルテウム音楽大学でハーゲンに学んだ後、ウィーンでシフに、ベルリンでゲリンガスに師事した。

ドレスデン音楽大学教授。ベルリン・ドイツ響首席奏者。 

 

 

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し、バイエルン歌劇場管やウィーン室内管の首席を務めた。 

モーツァルテウム音楽大学教授。ドレスデン音楽大学教授。ベルリン・ドイツ響首席奏者。 

 

 


