
開設科目と会期別担当指導教授  

前期：2016 年 7 月 1８日（月）～7 月３０日（土） 
 
■ピアノ 
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。 
 
Siegfried Mauser ● ジークフリート・マウザー＊ 
ミュンヘン音楽大学教授。室内楽奏者、歌曲伴奏者としても活躍。 
 
Rolf Plagge ● ロルフ・プラッゲ 
モーツァルテウム音楽大学教授。演奏家としても活躍中。 
 
Jacques Rouvier ● ジャック・ルヴィエ（23 日まで） 
ベルリン芸術大学、モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
Andrea Lucchesini ● アンドレア・ルケシーニ（24 日まで） 
イタリアのコンサートピアニスト。フィエゾレ音楽院教授。 
 
Andreas Weber ● アンドレアス・ウエーバー＊（25 日より） 
ドイツ生まれのピアニスト。モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
Elisso Virsaladze ● エリソ・ヴィルサラーゼ（25 日より） 
グルジア出身の女流ピアニスト。ミュンヘン音楽大学教授。 
 
■声楽 
Wolfgang Brendel ● ヴォルフガング・ブレンデル 
ドイツのバリトン歌手。ミュンヘン音楽大学教授。 
 
Michèle Crider ● ミシェル・クライダー 
アメリカ生まれのソプラノ歌手。オペラ歌手として活躍。 
 
Helen Donath ● ヘレン・ドーナト＊ 
アメリカ出身ドイツのソプラノ歌手。宮廷歌の称号を持つ。 
 
Christiane Iven ● クリスティアーネ・イヴェン＊ 
ドイツのメゾソプラノ歌手。ミュンヘン音楽大学教授。 
 
■ドイツ歌曲（ピアニストとのデュオでの参加も可） 
Helmut Deutsch ● ヘルムート・ドイチュ（23 日まで） 
現代ドイツを代表するリート伴奏者の 1 人。 
 
Hartmut Höll ● ハルトムート・ヘル＊（21 日～26 日） 
カールスルーエ音楽大学教授。伴奏者、室内楽奏者として活躍。 
 
■ヴァイオリン 
Christian Altenburger ● クリスティアン・アルテンブルガー＊ 
ウィーン生まれの Vn 奏者。ウィーン国立音楽大学教授。 
 
Ulf Hoelscher ● ウルフ・ヘルシャー＊ 
ドイツの Vn 奏者。カールスルーエ音楽大学教授。 
 
Yair Kless ● ヤール・クレス 
イスラエル出身の Vn 奏者。グラーツ国立音楽大学教授名誉教授。 
 
Ana Chumachenco ● アナ・チュマチェンコ（23 日まで） 
イタリア生まれの女流 Vn 奏者。ミュンヘン音楽大学教授。 
 
Gottfried Schneider ● ゴットフリート・シュナイダー（25 日より） 
ドイツの Vn 奏者。ミュンヘン音楽大学教授。 
 
■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。モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
■チェロ 
Clemens Hagen ● クレメンス・ハーゲン（23 日まで） 
モーツァルテウム音楽大学教授。ハーゲン弦楽四重奏団 Vc 奏者。 

 
Stephan Forck ● シュテファン・フォルク（25 日より） 
ハンス・アイスラー音楽大学教授。フォークラー四重奏団 Vc 奏者。 
 
 



中期：2016 年８月 1 日（月）～８月 1３日（土） 
 
■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。 
 
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。 
 
Frank Wibaut ● フランク・ウィバウト 
王立ノーザン音楽大学教授。英国王立音楽院名誉教授。 
 
Dina Yoffe ● ディーナ・ヨッフェ 
ラトヴィア生まれの女流ピアニスト。演奏家としても活躍中。 
 
Arie Vardi ● アリエ・ヴァルディ（6 日まで） 
ハノーヴァー音楽大学、テル・アヴィヴ大学音楽部教授。 
 
Pavel Gililov ● パヴェル・ギリロフ（8 日より） 
ケルン音楽大学、モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
■声楽 
Mario Antonio Diaz Varas ● マリオ・アントニオ・ディアス・ヴァラス 
チリ出身のテノール歌手。モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
Renate Faltin ● レナーテ・ファルティン 
ソプラノ歌手。ベルリン・ハンス・アイスラー音楽大学教授。 
 
Marjana Lipovšek ● マルヤーナ・リポフシェク＊ 
スロベニア出身のメゾ・ソプラノ歌手。女優としても活躍。 
 
Cheryl Studer ● シェリル・ステューダー 
アメリカのソプラノ歌手。ヴュルツブルグ音楽大学教授。 
 
■ドイツ歌曲（8 月 8 日～8 月 13 日） 
Angelika Kirchschlager ● アンゲリカ・キルヒシュラーガー 
ザルツブルク生まれのメゾ・ソプラノ歌手。世界の檜舞台で活躍。 
 
■ヴァイオリン 
Zakhar Bron ● ザハール・ブロン 
ケルン音楽大学、チューリッヒ音楽大学教授。 
 
Ernst Kovacic ● エルンスト・コヴァチッチ＊ 
ウィーン在住の Vn 奏者、指揮者。ウィーン国立音楽大学教授。 
 
Michael Vaiman ● ミヒャエル・ヴァイマン 
ケルン音楽大学教授。モスクワでオイストラフに師事した。 
 
Lukas Hagen ● ルーカス・ハーゲン（6 日まで）＊ 
モーツァルテウム音楽大学教授。ハーゲン弦楽四重奏団第 1Vn 奏者。 
 
Benjamin Schmid ● ベンヤミン・シュミット（7 日より）＊ 
ウィーン生まれの Vn 奏者。モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
■ヴィオラ 
William Coleman ● ウィリアム・コールマン 
フィラデルフィア生まれの Va 奏者。クス弦楽四重奏団 Va 奏者。 
 
■チェロ 
Jens-Peter Maintz ● イェンス＝ペーター・マインツ（6 日まで） 
ベルリン芸術大学教授。ルツェルン祝祭管ソロ Vc 奏者。 
 
Danjulo Ishizaka ● 石坂 団十郎（8 日より） 
ボン生まれの日系ドイツ人 Vc 奏者。ドレスデン音楽大学教授。 
 
■クラリネット 
Josef Niederhammer /ヨーゼフ・ニーダーハマー 
オーストリア出身。ウィーン国立音楽大学教授。 
 
 
 
 
 
 



後期：2016 年８月 15 日（月）～８月 27 日（土） 
 
■ピアノ 
Dmitri Bashkirov ● ドミトリー・バシキーロフ 
モスクワ音楽院、マドリッド・ソフィア王妃音楽院教授。 
 
Andrea Bonatta ● アンドレア・ボナッタ＊ 
イタリアのピアニスト。指揮活動、教育活動にも幅広く活躍。 
 
Aquiles Delle Vigne ● アキレス・デレ＝ヴィーネ 
アルゼンチン生まれのピアニスト。ロッテルダム音楽大学教授。 
 
Andreas Frölich ● アンドレアス・フレーリヒ 
ケルン音楽大学教授。フライブルクでマルグリスに師事した。 
 
Matti Raekallio ● マッティ・ラエカッリオ 
フィンランド出身のピアニスト。ハノーヴァー音楽大学教授。 
 
Stefan Vladar ● シュテファン・ヴラダー 
ウィーン生まれのピアニスト、指揮者。演奏家として活躍中。 
 
■声楽 
Daphne Evangelatos ● ダフネ・エヴァンゲラトス 
ギリシャ出身のメゾ・ソプラノ歌手。ミュンヘン音楽大学教授。 
 
Mario Hoff ● マリオ・ホフ 
ドイツのバリトン歌手。ケルン音楽大学教授。 
 
Edda Moser ● エッダ・モーザー 
ドイツのソプラノ歌手。 
 
Elisabeth Wilke ● エリーザベト・ヴィルケ＊ 
ドイツのメゾ・ソプラノ歌手。モーツァルテウム音楽大学教授。 
 
■ドイツ歌曲 
Olaf Bär ● オラフ・ベーア＊ 
ドイツのバリトン歌手。ドレスデン音楽大学教授。 
 
■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。ローザンヌ音楽院教授。 
 
Michael Frischenschlage ● ミヒャエル・フリッシェンシュラーガー＊ 
ザルツブルク生まれの Vn 奏者。ウィーン国立音楽大学教授。 
 
Eduard Schmieder ● エドワルド・シュミーダー 
旧ソ連出身の Vn 奏者。フィラデルフィア・テンプル大学教授。 
 
Isabelle van Keulen ● イザベル・ファン・クーレン＊ 
オランダの女流 Vn、Va 奏者。ルツェルン音楽大学教授。 
●ヴィオラでのお申込みも可能です。 
 
Rainer Schmidt ● ライナー・シュミット（22 日より）＊ 
モーツァルテウム音楽大学教授。ラヴィニア・トリオ Vn 奏者。 
 
■ヴィオラ 
Antoine Tamestit ● アントワーヌ・タムスティ（21 日まで） 
フランスの Va 奏者。パリ国立音楽院教授。 
 
Veronika Hagen ● ヴェロニカ・ハーゲン（22 日より） 
モーツァルテウム音楽大学教授。ハーゲン弦楽四重奏団 Va 奏者。 
 
■チェロ 
 Maria Kliegel / マリア・クリーゲル 
 ケルン音楽大学教授。ジリオン・ピアノ三重奏団 Vc 奏者。 
 
■フルート 

Rainer Schmidt / ライナー・シュミット 
 ハーゲン弦楽四重奏団第 2Vn 奏者。ウィーン国立音楽大学教授。 

 


