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ヨーロッパ国際マスタークラス 

（旧ドイツ国際マスタークラス） 
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＜主 旨＞ 
音楽の勉強に意欲的な音楽家を対象に、豊かな表現力の習得や新たな可能性を引き出すための学習機会を提供するこ

とで、国際的に活躍できる音楽家の育成を行い、音楽文化の発展や向上に寄与することを目的として開催します。 

 
＜実施概要＞ 

2023 年 7 月から 8 月にかけて開催されるヨーロッパ国際マスタークラスは、ドイツで最高位にあたる音楽大学の教授を招

聘したマスタークラスです。ベルリン芸術大学やハノーヴァー音楽大学等の著名教授たちがマンツーマンでレッスンを行

います｡期間中には教授陣によるコンサートも開催されます。 
 
＜マスタークラス受講期間日程＞ 

Ａ日程： 2023 年 7 月 27 日（木）～7 月 30 日（日） 

Ｂ日程： 2023 年 8 月   2 日（水）～8 月   5 日（土） 

Ｃ日程： 2023 年 8 月   6 日（日）～8 月  9 日（水） 

 
＜渡航日程＞ 

Ａ日程： 2023 年 7 月 25 日（火）日本出発～8 月   1 日（火）日本着（7 月 31 日現地出発） 

Ｂ日程： 2023 年 7 月 31 日（月）日本出発～8 月   7 日（月）日本着（8 月   6 日現地出発） 

Ｃ日程： 2023 年 8 月   4 日（金）日本出発～8 月 11 日（金）日本着（8 月 10 日現地出発） 

※現地滞在期間は 5 泊 6 日、他に機中泊 2 泊となります 

 
＜開催地＞ 

Academy of Art in Szczecin シュチェチェンアートアカデミー 

※ Szczecin（シュチェチェン）はドイツとの国境沿いに位置するポーランド北西部の都市。ドイツ名はシュテティーン。 

    ベルリン空港からバスで移動となります。 

 
＜受講対象楽器＞ 

弦楽器、ピアノ、声楽   

 
＜レッスン曲＞  

全自由曲。60 分レッスンを 3 回受講。 

※曲の構成については、説明会（参加必須）時に現地教授陣アシスタントとの個別相談により変更も可能です 

※希望教授の指名については先着順での受付となり、申込状況によりご希望にそえない場合もございます。 

   ご希望のある場合には申込期限に関わらず、早めのお申込みをお勧めいたします。 

 
＜マスタークラス参加費＞   

申込金：200 ユーロ  

受講料：《声楽以外》 370 ユーロ 《声楽》 400 ユーロ 

聴講料：250 ユーロ ※受講生以外の同行者は大学の入館に際し聴講料が必要となります 

                                       家族であることが証明できる書類をお持ちの場合には 200 ユーロで聴講可能です 

通訳料：120 ユーロ ※本マスタークラスは同時通訳の手配が必須となります 

※申込金と受講料及び通訳料はご請求発行時の弊会規定レートにて計算し、日本円でご請求いたします 

※申込金は理由の如何を問わずご返金を承ることが出来かねます。また、受講確定後は受講費についてもご返金の対象外となります。 

 
＜渡航費用＞ ※渡航業務に関しては東京国際芸術協会より㈱東京国際ツアーズへ委託いたします。 

株式会社東京国際ツアーズ  観光庁長官登録旅行業 1353 号 （社）日本旅行業協会正会員  

〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301  TEL 03-6806-7820  FAX 03-3806-8556  master@ti-tours.com 
 

【A 日程】  420,000 円    【B 日程】   430,000 円    【 C 日程 】  440,000 円 
 

【渡航費用に含まれるもの】 

1） ホテル宿泊代金 （1 人部屋 5 泊分・朝食付き） 

2） 往復航空券代金  

3） 食事代金（夕食 4 回） ※到着日を除く   

4） 現地空港からホテルまでの交通費 

5） 現地教授陣アシスタントの先生（通訳兼務）同行費 ※TIAA より派遣  

6） 海外送金手数料  



【渡航費用に含まれないもの（主たる例）】 

以下の費用は上記渡航費用に含まれません。 

1） 事務手続き代金  22,000 円 

2） 航空券手配に伴う諸費用（燃油サーチャージ、国内空港使用料、航空保険料、現地国際空港税） 約 130,000 円 

3） マスタークラス申込金および受講費（聴講費）、通訳料 

4） 食事時の飲み物代金 

5） 自由行動中にかかる費用 
 

     航空券はご自身でお手配いただくことも可能です。その場合、航空券代金相当額として渡航費用から以下の金額を減 

額いたします。 

【A 日程】  150,000 円    【B 日程】  170,000 円    【C 日程】  180,000 円  
 

～宿泊・食事について～ 

・ 宿泊ホテルは感染症対策のため 1 人部屋をご用意いたします。ご家族様でのご参加に限り 2 人部屋のお手配を承るこ 

    とも可能です。ご希望の場合には別途ご相談ください。 

・ 朝食（毎朝）・夕食（4 回）込み。 朝食は宿泊ホテルでのご提供となります。昼食は現地のランチスタイルにしたがって 

 各自でお取りいただきます（費用は自己負担）。夕食はレストランでの食事（飲み物は自己負担）となります。なお、食事 

 は原則として皆様でご一緒にお召し上がりいただきます。指定された時間に集合できない場合は権利を放棄したものと 

 み なし、 個別手配、返金対応は一切いたしませんので予めご承知おきください。 

・到着日は夕食のご提供がありません。必要に応じて、インスタント食品等をご持参ください。 

・ ホテルでの滞在およびレッスンへの往復の行程及びレッスン時において教授陣アシスタントが同行します。現地での行 

程の詳細につきましては、説明会にてご案内いたします。 

・ 宿泊は主催者側指定のホテル（1 ｹ所）での滞在です。ホテルには現地教授陣アシスタントも一緒に滞在いたします。 
 

～渡航について～ 
・成田空港または羽田空港発着便の利用となります。到着空港で現地教授陣アシスタントの先生が出迎えます。渡航時 

の注意点等については説明会で詳細な説明を行います。 

・ 帰国便ではＡＢＣ全ての日程コースで現地でのチェックイン完了時まで現地教授陣アシスタントの付き添いがございま 

す。チェックイン後の付き添いはございません。 

・ 関東地区以外の発着便をご希望の場合は、可能な限り国内線の乗継便のお手配を承りますのでお知らせください。 

なお、国内線の代金は別途御請求申し上げます。出発時および帰国時の宿泊先が必要な場合もお手配可能ですので 

ご希望の方はご相談ください。 

・ マスタークラス終了後の延泊や、他都市を周遊してからの帰国をご希望の場合、可能な範囲で帰国便の変更やホテル 

オプショナルツアーのお手配を承ります。なお、帰国便の変更については別途航空券代の差額が発生する場合がござ

います。また、マスタークラス終了後の延泊期間及びその帰国便については自己責任の範疇となりますことを予めご承

知おきください。 

・ チェロ等、飛行機内への持ち込みに制限がある楽器につきましては、機内座席を参加者ご自身の席を含め 2 席購入し 

ていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 
 

～航空券を自己手配される方への注意点～ 
・ 往路は弊会手配の飛行機のベルリン空港到着時間に合わせてご集合い ただき、ご一緒に滞 在先の ホテルまで移動と 

 なります。個人で先にホテルへ向かうこと、個別にチェックインを行うことはできません。なお、飛行機の遅延等によって

集合時間に お集まりいただけな かった場合にはご自身でホテルまで移動をお願いい たします。現地空港で の集合時

間は申込締切後にお伝えいたします。 

・ 復路は原則としてベルリン空港までの移動後解散となります。講習会終了後にベルリン空港を経由せず他都市へ移動

される場合等は個別にご相談ください。 

・ 航空券の手配完了後、利用飛行機会社、便名、出発および到着日時をお知らせください。 

・ 自己手配便の欠航、遅延等の理由によりホテルの滞在期間やレッスンの受講に変更が生じた場合でも弊会は一切の

責任を負いません。 また、ホテル代、レッスン代等の返金は一切いたしかねます。自己の責任においてご対応をお願

いいたします。 

・ 自己手配便における航空会社や機内でのトラブル等について弊会は一切責任を負いません。 

 
＜生活・費用等について＞ 

・ 安全のため、夕食後にホテルへ戻ってからの外出は原則としてご遠慮いただきます。 

・ 事前説明会ではマスタークラスの説明の他、同行する現地教授陣アシスタントが曲目に関する助言や、レッスンの状態 

現地での生活などの様々な疑問に対する回答をいたします。説明会にてご案内した内容については遵守していただき

ますのでご了承ください。また、留学をお考えの方々に対してはアドバイスもいたします。説明会は一括説明の後に、個

別質問の受付、その後個別相談という形式で行います。 

・ 原則として滞在中は団体行動となりますため、お互いに配慮した行動をお願いいたします。 

 



＜海外旅行保険について＞ 

本マスタークラスではご参加にあたって海外旅行保険の加入が義務付けられています。説明会までに必ずご加入いただ

き、保険証券のコピーをご提出ください。お申し込み後に弊会でお勧めする海外旅行保険のご案内をお送りいたします。 

 

＜マスタークラス参加及び渡航の際の注意点＞ 
マスタークラス開催期間中は、現地教授陣アシスタントの指示に全て従って頂きます。現地教授陣アシスタントは皆様のレ

ッスン時の通訳や教授とのコミュニケーションのお手伝いをいたします。空港までの送迎等にも同行いたしますが、添乗員

ではございませんので、ご参加の方は各自の責任において、渡航時及び現地滞在時の行動に注意を払っていただきま

すようお願いいたします。 

 
＜修了証＞ 

マスタークラス修了後にマスタークラス修了証を授与いたします。 

 
＜申込方法＞ 

お申込金（内金）として 50,000 円を以下の口座にお振り込みの上、申込書、パスポートコピー、振込明細書（お客様控え）

のコピーと共に弊会まで郵送またはファックスにてお送りください。 

※パスポートを取得予定の方はその旨を申込書に記載のうえ、取得後速やかにコピーをご提出ください。 

※お申込みが定員に達せずマスタークラスが開講されない場合には、お申込金は全額返金いたします。 
 
【お申込金振込先口座】 城北信用金庫 本店営業部 普通口座 6256426 ㈱東京国際ツアーズ 

 
＜申込締切日＞  

  2023 年 4 月 14 日（金）必着  ※ＦＡＸの場合は同日 17 時必着 

※締切日以前でも、申込者が定員になり次第、受付を終了いたします（定員 各日程 6 名）。 

※最少催行人数は各日程 4 名です。ご希望の日程が催行不可の場合、日程変更をお願いする場合がございます。 

 

＜その他＞ 
※このマスタークラスではコンクール・オーディションにおいて成績優秀者（以下対象者）に学費免除推薦が認められています。 

・2021 年 1 月～2022 年 12 月までに弊会主催コンクールにて入賞・入選、同時期開催の新人演奏会オーディションにて合格・准合格された方 

・2021 年～2022 年春期・夏期・2023 年春期海外音楽大学派遣助成オーディション にて合格・准合格された方  

・その他、新型コロナウィルスの影響により、取得した学費援助推薦資格の延長が認められている方 

※ご参加にあたってはご滞在期間をカバーする海外旅行保険の加入が義務付けられています。クレジットカード付帯の保

険のみでの参加は認められておりません。必ず保険会社の海外旅行保険にご加入ください。弊会がお勧めする海外旅

行保険はお申込み後にご案内いたします。 

※主催者側における本マスタークラスの受付は 3 月中となっておりますが、弊会からのお申込みに限り特別に締切を延長 

していただいております。教授の指名や追加レッスンのお申込みは先着順となります。  

お申込み後でも学費免除推薦の申請を受付いたしますので、お早目にお申込みください。 

 

＜キャンセルについて＞ 
お申し込み後のキャンセルの場合、以下のとおり所定のキャンセル料を申し受けます。 

○渡航 40 日前から 31 日前までの取り消し     渡航費用の   10％ 

○渡航 30 日前から 3 日前までの取り消し       渡航費用の   20％ 

○渡航前々日までの取り消し                           渡航費用の   50％ 

○無連絡不参加及び旅行開始後の取り消し   渡航費用の 100％ 
なお、事務手続き代金 22,000 円ならびにマスタークラス申込金は理由の如何を問わず、お申込後のご返金はいたしかね

ます。また、レッスン受講確定後のキャンセルの場合、マスタークラス受講費についてもご返金はいたしかねます。 

 
＜説明会について＞ 

マスタークラス全体説明会を 2023 年 6 月に開催いたします。開催方法や会場、日時等の詳細については決定次第お申

込者様にご案内いたします。説明会には必ずご参加をお願いいたします。ご参加者本人のご都合がどうしてもつかない場

合は代理人(ご家族様)が必ずご参加ください。また、未成年の方は保護者様の参加もお勧めしております。 

 
＜お問合・お申込先＞ 

  東京国際芸術協会   

〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301 

TEL 03-6806-7108 FAX 03-3806-8555 http://www.tiaa-jp.com  E-mail: info@tiaa-jp.com 

mailto:info@tiaa-jp.com


＜マスタークラス教授＞  
※2023 年 1 月 17 日現在の情報となり、各教授の担当日程は変更の可能性があります。 

記載以外の声楽・弦楽器担当教授に関しては主催者より発表があり次第ご案内いたします。 
 

【ピアノ】 

Piotr Paleczny （ショパン音楽アカデミー教授） A 日程 
ポーランドの男性ピアニスト。1946 年 5 月 10 日生まれ。ポーランドのリプニグ生まれ。マリア・コワルスカ、カロル・
サフラネクに師事.。1970 年のショパン国際ピアノコンクールで第 3 位を受賞。ショパン国際コンクールを始め、チ
ャイコフスキー、ジュネーヴ、ラフマニノフなどの国際ピアノコンクールで審査員を務めている。2010 年には仙台国
際音楽音楽コンクールで審査員を務めた。ワルシャワのフレデリック・ショパン音楽アカデミーでピアノの教授を務
めている。スペインのエル・サビオ・アルフォンソ X 大学の音楽学部でも教鞭をとっている。日本でもマスタークラス
を開講している。 
※受講希望が集中するレッスンの為、申込締切日に関係なくお早目のお申込みをおすすめします。 

 

Bernd Goetzke （ハノーヴァー音楽大学教授） A・B・C 日程 
1951 年ドイツ、ハノーヴァー生まれ。ハノーヴァー音楽演劇大学に 13 歳で入学を認められた。カール＝ハインツ・
ケマーリングに師事し、1975 年にはコンサートソリストのディプロマを取得。ピアニストへの道筋でのもう一つの重
要な出来事は、彼を最後の弟子とみなしていたアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリとの長期（1969 年から
1977 年）に亘る師弟関係があげられる。彼はまたヴィルヘルム・ケンプ、クラウディオ・アラウによるベートーヴェン
の講習も受講。様々な国際コンクール（パリ、ミラノ、エピナル、アテネ、ブリュッセル等）で賞を獲得。25 歳ですで
にハノーヴァー音楽演劇大学の講師となり、1982 年には教授となる。現在彼はドイツで最も求められる指導者、そ
して音楽家である。世界中から集まる若いピアニストを指導し、その多くは国際コンクールで入賞している。ハノー

ヴァーでコンサートソリスト学科長を務めるかたわら、ドイツ国内、世界各地において多くのマスタークラスを実施。また大学以外においても、
ソリスト養成や若い才能の開発に携わる。多くの国際コンクール（モスクワ、ミュンヘン、ボルツァーノ、オルレアン、オスロ、ロンドン、サンク
ト・ペテルブルグ、ハリコフ、ソルトレイクシティ、深セン、上海、仙台その他多数）において審査委員を務める。また、ブラウンシュバイク音楽
祭では芸術顧問、若い芸術家を支援する協会の会長などを、また、2000 年以降は優れた才能ある子どものために新設された協会の理事
長を務めている。この機関は彼の構想に基づくもので、ハノーヴァー音楽演劇大学に付設され、ドイツ初のものである。彼のコンサートレパ
ートリーはバッハ、スカルラッティ、ハイドン、ベートーヴェン、シューマン、ドビュッシーの作品が中心であるが、20 世紀の作品もまた多く、こ
れらは後期ロマン派から前衛に至る時代の豊富な語法や多様性をもった彼の魅力を反映したものとなっている。室内楽、コンチェルトのレ
パートリーとしては、メシアン：「世の終わりのための四重奏曲」、シェーンベルグ：「月に憑かれたピエロ」、バルトーク：2 台のピアノと打楽器
のためのソナタなどがあり、バルトーク：ピアノ五重奏曲、ガーシュウィン：2 つのラプソディー、スクリャービン：「プロメテウス」等をドイツ初演
した。これまでに、幾つかの論文も発表している（「解釈の自由性について」「ペダル技法」「バッハの旋律的特性」「古典音楽のアーティキ
ュレーションとフレージング」等）。 
※受講希望が集中するレッスンの為、申込締切日に関係なくお早目のお申込みをおすすめします。 

 

Gilead Mishory （フライブルグ音楽大学教授） A 日程 
1960 年にエルサレムで生まれ、Rubin-Akademie で学んだ。Alfred Brendel の勧めにより、ミュンヘンでは、
Gerhard Oppitz に、ザルツブルグでは、Hans Leygraf に師事した。様々なオーケストラと共演し、有名な音楽家
達と室内楽で共演した。世界中の全ての時代の曲を演奏するが、特に、20 世紀、21 世紀の音楽にも目を向けて
いる。Leoš Janáček の全曲集(ピアノソロ及び室内楽)を、初めて演奏した。 Haydn、Brahms、Schubert、Bartók の
曲を CD にレコーディングし、自分自身の曲もラジオに録音されている。 「響きの魔法使い」「技術的に完璧なピ
アノの詩人」「エスプリと魅力が漂う 響きに大きな意味を持つピアニスト」と感動的な講評で持って彼は称賛されて
いる。1998 年に初演された Sutzkever の詩に対しての'Lider-Togbuch'歌曲集で、彼は作曲家としても突破口を
見出した 。インス ピレ ーショ ンの原点と して、彼 の文学 への親近 感か ら、Else Lasker-Schüler からの 

'Hebräischen Balladen' 、Anne Michael の小説 より'Fluchtstücke'  、Paul Celan より'Psalm'弦楽四重奏、Marc Chagall の詩によるテノ
ールとオーケストラの為の'Di wajte hajmat majne'等の作品がある。 彼の初めてのオペラ作品 'Isaaks Jugend', は、2010 年に完成し、彼
の数々の曲と共に、2011 年 CD 化された。 
2000 年から 2 年間 Hochschule Detmold-Dortmund で教授を務め、フライブルク音楽大学の教授となる。彼は定期的に世界中からマスタ
ークラスの指導者としても招聘されている。2014 年には、 USA、フランス、日本、ドイツ、イスラエルでコンサートを行う。彼の 5 重奏曲、
'Sham  Yesh'、ピアノ曲 'An Aeneas', は、ヨーロッパピアノコンクール(ブレーメン)で、 'Peermusic' として初演されるであろう。彼のドビュ
ッシープレリュード全曲集がレコーディングされ CD 化される。 

 

Hubert Rutkowski （ハンブルク音楽大学教授） A 日程 
ワルシャワ・ショパン音楽アカデミーにて Anna Jastrzebska-Quinn 教授に師事。Krystyna Borucinska 教授のもとで
室内楽を学び、Alicja Paleta-Bugaj 教授のもとで、博士研究を行う。2005-2010、ハンブルグ音楽演劇大学にて
Evgeni Koroliov 教授に師事し、大学院課程を修了。2007 年、ハノーヴァー・ショパン国際ピアノコンクール入選。
2006 年にはバルセロナのマリアカナルス国際ピアノコンクールにて"Medalla per Unanimitat"を受賞。また、1999
年にはビリニュスショパン国際ピアノコンクールで第 3 位を、2000 年にはワルシャワショパン国際ピアノコンクールに
て第 1 位を受賞。 
数年前から 19 世紀以降の歴史的なピアノに情熱を持ち、ハンブルグ美術工芸博物館にてピアニストかつ先生とし
て勤務。Andreas Beuermann's コレクションの楽器を用いて演奏する一連のコンサートを開催している。彼はワルシ

ャワのテオドール・レシェティツキ音楽協会の創設者であり、理事長を務めている。また、ハンブルグ Sachsenwald ショパン協会とハンブル
グにおけるドイツ ポーランド音楽ピアノ・コンクールの芸術的な責任者でもある。2010 年 4 月より、ハンブルグ音楽演劇大学の最も若い教
授の 1 人として就任。また、2011 年 11 月からはブレーメン芸術大学にてピアノクラスの指導にあたっている。 



Raluca Wagenhäuser（トロッシンゲン音楽大学教授） B 日程 
ルーマニアとギリシャにルーツを持つドイツ人ピアニストであるラルーカ ワーゲンホイザーはリヒターの弟子であ
り、ブカレスト及びロンドン王立音楽院を最優秀で修了。様々な奨学金も授与される。 
彼女はソリスト、室内楽奏者として、様々な所で演奏を行なっている。CD、DVD、テレビ、ラジオ等でも活躍して
いる。 
1997 年以降ヨーロッパやアジアのマスタークラスやミュージックキャンプでも指導を行う。現在は Europian 
College of Music の代表を務める。彼女の生徒達の多くがコンクールで優勝し、大学等で教鞭を取っている。 

 
 
Dina Yoffe （the Katarina Gurska Centro Superior Madrid 教授） B・C 日程 
ラトビア出身。故郷のエミール・ダージン音楽特別学校で音楽教育を開始し、モスクワ中央音楽学校で学ぶ。モ
スクワ音楽院を卒業後、ハインリヒ ノイハウス派の最も重要な支持者の 1 人であるヴェラ ゴルノスタエヴァ教授
に師事。 
彼女はヨーロッパ、アメリカ、カナダ、日本などの多くの大陸や国でコンサート活動を行い、ズービン・メータ率い
るイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、ネヴィル・マリナー指揮 NHK 交響楽団、ワレリー・ゲルギエフおよびド
ミトリー・キタエンコ指揮モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、ジェイムズ・デ・プリス指揮東京都交響楽団、ギド
ン・クレーメル指揮 "Kremerata Baltica"、Y.バシュメット指揮 "Moscow Soloist" 、J.カシュプシク指揮シンフォニ
ア・ヴァルソヴィア、バンクーバー交響楽団、Europian soloists orchestra (ルクセンブルグ)、ブルーノ ワルター交

響楽団との共演実績を持つ。また、バービカン センター (ロンドン)、サラ ヴェルディ (ミラノ)、サントリー ホール、NHK ホール (東京)、
楽友協会 (ウィーン)、ヘラクレス ホール (ミュンヘン)、サル プレイエル (パリ)、オルフェウム劇場 (バンクーバー）、モスクワ音楽院大ホ
ール、ベアトリス女王陛下のためのハーグ王宮など、世界主要なホールでの演奏経験を持つ。ソロおよびオーケストラの輝かしいキャリア
に加え、室内楽フェスティバルにも積極的に参加している。 
東京、大阪、横浜でショパン全作品のピアノリサイタルを開催し、コンサートシリーズとして NHK にて放送された。また、フランス、ドイツ、ロ
ンドンの王立音楽院で数多くのマスタークラスを開催。 2000 年より、ニューヨークのサミット ミュージック フェスティバルの客員教授、パリ、
ニューヨーク、ハンブルグ、東京のヤマハ マスター クラスの客員教授を務めている。ヨーロッパ、日本、アメリカの多くの国際音楽祭にも参
加。日本ピアノ教師協会の名誉会員であり、スペインのマラガで開催されたミュージカルサマーインターナショナルフェスティバルとマスタ
ークラスの芸術監督でもある。 
クリーブランド（アメリカ）、浜松（日本）、PTNA ピアノコンクール（日本）、ショパンコンクール（ワルシャワ）、リストピアノコンクール（ワイマール、
ドイツ）、マリア・カナルズ（バルセロナ、スペイン）などの国際ピアノコンクールなど多数の審査員実績を持つ。. 
※受講希望が集中するレッスンの為、申込締切日に関係なくお早目のお申込みをおすすめします。 

 

Iｌｊａ Ｓｃｈｅｐｓ （ケルン・アーヘン音楽大学教授） B・C 日程 
モスクワのチャイコフスキー音楽院でピアノを学ぶ。1982 年から 10 年間モスクワ管弦楽団のソリストを務め、そこで
多くの著名な歌手や楽器奏者と共演。アメリカや、オーストラリア、中国、イスラエル、イタリア、マルタ、ニュージー
ランド、スペイン、ハンガリー、トルコなど、世界各地にてコンサートを行っている。1992 年からドイツに拠点を置き、
2003 年からはケルン音楽大学分校アーヘンの教授に、そして同時に国際マスタークラスの主任となる。さらに、
中国の多くの音楽大学から客員教授に任命されている。国際ピアノコンクールの審査員メンバーでもある。 
 
 
 

 
Konrad M. Engel（ハンスアイスラー音楽大学／ベルリン芸術大学教授） B・C 日程 
フランクフルト生まれ。国際コンクールや国内コンクールで幼い頃より頭角を現す。2006 年にハノーヴァー音楽大
学を卒業。カールハインツケメリングに師事。Corrardo Trio を結成。今日まで、日本、アメリカ、ヨーロッパでコン
サートツアーを行い、数々のオーケストラとも共演する。現在は、ハンスアイスラー音楽大学で、後進の指導にあ
たる。 
 

 
 
 
 

【声楽】 

Beigitte Lindner（ケルン音楽大学教授） A 日程 
ミュンヘン音楽大学在学中、EMI-Electrola のソリストとして活躍するハインツ・ヴァルベルク指揮の「ヘンゼルと
グレーテル」やベルナルト・ハイティンク指揮の「魔笛」等をリリース。ハンナ・ショル＝フォルカー、ヘレン・ドナー
ト、ニコライ・ゲッダの元で研鑽を積む。 
ブラウンシュヴァイク州立劇場では、「グレーテル」（ヘンゼルとグレーテル）、「マリア」（ウェストサイドストーリー）、
「ヴァレンシエンヌ」（Die Lustige Witwe / The Merry Widow）等の役で活躍した。 
ジュゼッペ・シノポリエの指揮のもと、ヴォルフガング・ワーグナー演出のバイロイト音楽祭でリヒャルト・ワーグナ
ーの「タンホイザー」の「羊飼いの少年」の役を歌った。 
国内外の多くの舞台に出演し、数多くのオペラやオペレット の CD が製作されている。 

フランクフルトのアルテ・オーパーやケルナー・フィルハーモニーのガラ・イブニング、バート・エムス・フェスティバルにも招聘される。 
WDR、BR、Deutschlandradio/DLF による多くのラジオ放送に使用された。 

 
 



【ヴァイオリン】 

Tomasz Tomaszewski （ベルリン芸術大学教授） A 日程 
ポーランドで生まれ、ワルシャワ音楽院で Wronski の元で学ぶ。その後、レニングラード音楽院では Gutnikov の
元で学び、フライブルクでは Marschner の元で研積を重ねる。ヨーロッパやオーストラリアを Polish String Quartet
と共にコンサートツアーで周り、ソリストとしても、様々なコンサートツアーを行う。1982 年以来、ベルリンオペラ座
のコンサートマスターを務める。また、1983 年より、ベルリン芸術大学で教授を務める。｛ベルリンオペラ座の室内
楽ソリスト｝グループの代表であり、1988 年よりコンサートを開催している。日本や中国、アメリカでもコンサートを
開き、また多くのレコーディングも行っている。 
※受講希望が集中するレッスンの為、申込締切日に関係なくお早目のお申込みをおすすめします。 
 
 
Ioana Christina Goicea （ウィーン国立音楽大学教授） B 日程 
1992 年ブカレストの音楽家一家に生まれる。ハノーファー音楽演劇大学でクシシュトフ・ヴェングジンに、ライプ
ツィヒでマリアナ・シルブに、ロストックでペトル・ムンテアヌに師事。マイケル・ヒル国際ヴァイオリンコンクール、ドイ
ツ音楽コンクール、ヨハネス・ブラームス国際コンクールで第 1 位を獲得し、インディアナポリス国際ヴァイオリン・
コンペティション、フリッツ・クライスラー国際コンクール、そしてクイーン・エリザベス・コンペティションでも入賞して
いる。彼女は、世界各国の有名なコンサート会場にゲストとして出演している。ソリストとして、ベルギー国立管弦
楽団、ワロニー王室管弦楽団、ニュルンベルク交響楽団、ブカレストのジョージ エネスク フィルハーモニック、オ
ークランド フィルハーモニア、インディアナポリス交響楽団、ボン ベートーヴェン管弦楽団、南西ドイツなどのア
ンサンブルフィルハーモニー コンスタンツ、ハノーヴァーの NDR ラジオ フィルハーモニーと共演経験を持つ。

また、室内楽奏者として有名な室内楽アンサンブルと共に国際音楽祭に出演し、2015 年には、ピアノパートナーのアンドレイ・バンチュウと
共に ACM トリオ・ディ・トリエステに出演し、ハンブルクに本拠を置くドイツ音楽財団の受益者として認められた。愛器は Giambattista 
Guadagnini (パルマ、1761 年)  
 

Michaek Vaiman （ケルン音楽大学教授） B・C 日程 
14 歳という若さでイフラ・ニーマン国際コンクールや Jakob-Stainer コンクールで２位を受賞。イフラ・ニーマン国
際コンクールでは、モーツアルト賞も受賞。14 歳でニュルンベルク交響楽団と同じ舞台でデビューを飾って以来、
ハンブルク交響楽団やモスクワ放送交響楽団など世界各地で数多くのオーケストラと共演を続けている。ベルリ
ン芸術大学では Antje Weithaas に師事。また、ザルツブルクのモーツァルテウム音楽大学では Igor Ozim に師
事し、優秀な成績で学士号を取得した。2007 年～2009 年、ニューイングランド音楽院で奨学生として、Donald 
Weilerstein に師事して修士号を取得、卒業。自身も、Thomas Brandis, Zakhar Bron, Robert Mann をはじめ、多
くの師から国際的なマスタークラスでレッスンを受けた経験を活かし、若者の音楽交流や教育に精力的に取り組
んでいる。講師経験として、Donald Weilerstein の助手や、Yellow Barn Festival・International Music Academy 

Chernihiv のマスタークラス講師などがある。彼女の演奏は、オランダの著名なクラッシクラジオ放送で取り上げられ、受賞歴も豊富。一例と
して、2007 年カリフォルニア国際青年音楽コンクール優勝、2009 年 Donald Portnoy 国際ヴァイオリンコンクール優勝、が挙げられる。また、
シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭（ドイツ）や the Yellow Barn Festival（アメリカ合衆国）をはじめ多数の音楽祭での演奏経験がある。
室内演奏者としての活躍も著しく、多くの著名演奏家や室内楽団と共演してきた。設立メンバーでもある TenHagen 四重奏団は、ドイツの
2011 年オーベルストドルフ夏季音楽祭等で特別賞を受賞。現在、クラシック音楽を広めるべく、ラルス・フォークト（サイモン・ラトルも認めた
ドイツのピアニスト）が設立したプロジェクトに参加して、学校での演奏会にも積極的に参加している。彼女が特に興味関心を寄せるのは、
現代音楽で、1970 年代以降の作曲家（Henze, Lutoslawski, Marschner, Balassa, Suslin, Widmann, Yun and Zimmermann 等）の曲目演奏
にも定評がある。2007 年には、Jörg Widmann による現代音楽 Etude IV の演奏が評価されて、Ruggiero Ricci コンクールで特別賞を受
賞。 
 

 

 

 



※必ず要項の内容をよく確認した上でご記入ください。申込用紙に不備・記入漏れがある場合、申込手続きができない場合がございます。

申込日 年　　　月　　　日

助成対象コンクール・オーディション

ローマ字

パスポート記載名
（ローマ字）

生年月日 性　別 男　・　女

希望教授

フリガナ

〒
都　道 区　市

府　県 郡

電話番号 　　　　　　　　　　　（　　　　　　　） 携帯電話 　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

FAX 　　　　　　　　　　　（　　　　　　　） ｅ-ｍａｉｌ（必須）

パスポート情報 国　籍

〒

  TEL
邦題＜作曲者名＞ ＜邦題＞ ＜演奏時間＞

原語＜作曲者名＞ ＜作曲者の年代＞ ＜原題＞

※欄外参照
邦題＜作曲者名＞ ＜邦題＞ ＜演奏時間＞

原語＜作曲者名＞ ＜作曲者の年代＞ ＜原題＞

※欄外参照

航空券手配

署名

※レッスン曲の原語は作曲者（フルネーム）、作曲者の年代、曲名の順番で記入してください
   例）Ludwig van Beethoven (1770-1827)   aus Klaviersonate Nr .30 op109

1,Vivace ma non Troppo
2,Prestissimo
3,Gesangsvoll, mit innniger Empfehlung ,Andante cantabille ed espresssivo

※手配に必要なため、この申込用紙と一緒にパスポートの顔写真ページのコピーをご提出ください（渡航者全員分）。

   申請中の方は出来上がり次第、ファックスまたは郵送にてお送りください。

氏　名

緊急連絡先
<続柄><氏名>

保護者氏名

<番号>　　　　　　　　　　　　　　　　<有効期限>　　　　 　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申請中の方は申請中と記入し、取得次第書面（FAX･メール可）にてご連絡ください

住　所
（書類送付用）

希望日程

専攻楽器
（声楽専攻者はパートも記載のこと）

フリガナ フリガナ

2023年 ヨーロッパ国際マスタークラス 参加申込書

(FIRST NAME)

（姓・LAST NAME) (名・FIRST NAME)

姓 名

フリガナ

現在までに
師事した先生

レッスン曲目
①

レッスン曲目
②

学歴・賞歴

上記の内容で申込をします　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　日付

開催年月：

　20　　　　　年　　　　　月

コンクール・オーディション名

西暦　　　　　　　年　  　　　　月　　   　　日 年齢　　　　　　　　歳

□航空券手配を希望　（ 成田発 ・ 関空発 ・ セントレア発 ・ その他 ）
□航空券手配は不要
□その他手配を希望　※延泊・周遊等アレンジが必要な場合はご希望の詳細をご記入ください。

　

㊞
※18歳以下の方は保護者の同意が必要です

（LAST NAME)

A日程　・　B日程　・　C日程


