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世界から音楽学生が集う 
京都・国際音楽学生フェスティバル ２０１２ ＜２０回記念＞ 

 
半導体メーカーのローム株式会社（本社：京都市）が支援する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーショ

ン（京都市）は、以下の趣旨に基づき、「京都・国際音楽学生フェスティバル ２０１２」を開催いたします。このフェスティバ
ルは、毎年、世界を代表する音楽学校から音楽学生を京都に招いて開催しているもので、今回で２０回目を迎えます。 
今回のフェスティバルの特色は、 
●２０回を記念して、海外の招請校を１０カ国、開催日程を６日間に拡大（従来は９カ国、５日間）し、各国の学生が自国の

作曲家に限らず、様々な国の作曲家の演奏を行います。 
●日中国交正常化４０周年を記念し、中国から音楽学生を招請します。 

世界の若き音楽家の新しい音楽観と素晴らしい感性に満ちた演奏を多くの皆様にお楽しみいただくことを願っていま
す。なお、ローム株式会社は本事業に対して協賛をしております。  
１． 開催趣旨 

・｢音楽｣を通して国際交流を図る。          ・世界の若き音楽家の育成を図る。 
 

２． フェスティバル（概要） 
（１）タイトル     京都・国際音楽学生フェスティバル ２０１２ 

Kyoto International Music Students Festival 2012 

（２）日 程      ２０１２年５月２６日（土）～５月３１日（木）（６日間） 

開演 １８：３０ ただし、２７日(日)のみ開演 １５：００ 

（３）会 場      京都府立 府民ホール アルティ（京都市上京区烏丸一条下ル） 

（４）入場料（税込） １，０００円／日、３，０００円／通し割引券 ＜全席自由＞ 

（５）参加校（予定） 海外：１０校 ２５名、国内：１３校 ８７名、計：２３校 １１２名 

【参加校の内訳】  （国名英語表記・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順）

 ・ドイツ ベルリン芸術大学 － ４名 
 ・フランス パリ国立高等音楽院 － ３名 
 ・ノルウェー ノルウェー国立音楽大学 － ２名 
 ・中国 中央音楽学院 ※ － ２名 
 ・オーストリア ウィーン国立音楽大学 － ２名 
 ・ハンガリー リスト音楽院 － ４名 
 ・イタリア ミラノ・ヴェルディ音楽院 － ３名 
 ・ロシア チャイコフスキー国立モスクワ音楽院 － ２名 
 ・スペイン マドリード王立高等音楽院 － １名 
 ・アメリカ ジュリアード音楽院 － ２名 
 ・日本 愛知県立芸術大学 － ２名 
 同志社女子大学 － ３名 
 国立音楽大学 － ３名 
 くらしき作陽大学 － ２名 
 京都市立芸術大学 － ８名 
 武蔵野音楽大学 － ４名 
 大阪音楽大学 － ４１名（内、合唱３３名） 
 大阪芸術大学 － ３名 
 洗足学園音楽大学 ※ － ７名 
 相愛大学 － ４名 
 桐朋学園大学 － ３名 
 東京音楽大学 － ３名 
 東京芸術大学 － ４名 

◆参考 ・出演学生延人数 海外：439 名、国内：1,841 名、計：2,280  ※初参加校 
 ・開催回数    計20 回（1993 年～2012 年） 

＜この件に関するお問合せ先＞ 

ローム株式会社 メセナ推進室 

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

TEL(075)311-2121、FAX(075)311-1248 

〒615-8585 
京都市右京区西院溝崎町21 

TEL: 075-311-2121 
FAX: 075-311-1248 

http://www.rohm.co.jp 



（６）主 催  公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 

   協 賛  ローム株式会社 

   後 援  参加各国大使館・領事館、外務省、文化庁、京都府、京都市 他 

   協 力  京都府立府民ホール アルティ、α-STATION FM KYOTO 

 

３．資料 
■「京都・国際音楽学生フェスティバルの特徴」 
（１）世界の音楽学生による「インターナショナル」なコンサート 

     世界の代表的な音楽学校より学生を招請しております。 

     過去の出演者の中には、現在ウィーン・フィル、チェコ・フィルなど世界有数のオーケストラのメンバーや、 

世界各国で活躍するソリストがいます。 

 
 
   [「京都・国際音楽学生フェスティバル ２０１２」出演者の各種コンクール受賞について]  

（国名英語表記・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順） 

   
・ﾄﾞｲﾂ：ﾍﾞﾙﾘﾝ芸術大学 ｸﾘｽﾄﾌ･ﾋﾞー ﾚﾌｪﾙﾄ（ﾊｰﾌﾟ） 

      ‘06 ﾗｲﾝﾙ財団国際ﾊｰﾌﾟｺﾝｸｰﾙ 第1 位 
    ・ﾌﾗﾝｽ：ﾊﾟﾘ国立高等音楽院 ﾃﾞｨﾃﾞｨｴ･ﾛﾃﾗ（作曲） 
      ‘11 ﾓｽｸﾜ若手作曲家対象ﾕﾙｹﾞﾝｿﾝ国際ｺﾝｸｰﾙ 第1 位 

・ｵｰｽﾄﾘｱ：ｳｨｰﾝ国立音楽大学 ｶﾀﾘｰﾅ･ｴﾝｹﾞﾙﾌﾞﾚﾋﾄ（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ） 
‘10 F.ｸﾗｲｽﾗｰ･ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｺﾝｸｰﾙ 特別賞 

    ・ﾊﾝｶﾞﾘｰ：ﾘｽﾄ音楽院  
ﾗｽﾛｰ･ﾆｬｰﾘ（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、ﾏｰﾁｬｼｭ･ｸﾞｯﾄﾏﾝ（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、ﾗｽﾛｰ･ﾍﾞﾝｷｰ（ｳﾞｨｵﾗ）、ｲｼｭﾄｳﾞｧﾝ･ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ(ﾁｪﾛ) 

      ‘11 ｴﾙﾈｰ･ﾄﾞﾎﾅｰﾆ室内楽ｺﾝｸｰﾙ 第1 位 
    ・ｲﾀﾘｱ：ﾐﾗﾉ･ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ音楽院 ﾗｯﾌｧｴｯﾗ・ﾀﾞｽｺﾘ（ｿﾌﾟﾗﾉ） 
      ‘00 F.ｱﾙﾊﾞﾈｰｾﾞ国際声楽ｺﾝｸｰﾙ 第2 位 
    ・ﾛｼｱ：ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ国立ﾓｽｸﾜ音楽院 ｴﾚｰﾅ･ｾﾙｹﾞー ｴﾌﾞﾅ･ｺﾚﾆ（ﾌﾙｰﾄ） 
      ‘08 国際ｴﾌｹﾞﾆｰ･ﾄﾞｶﾞ･ｺﾝｸｰﾙ 第1 位   
    ・ｱﾒﾘｶ：ｼﾞｭﾘｱｰﾄﾞ音楽院 ｽﾃﾌｧﾆｰ･ｳｰ（ﾋﾟｱﾉ） 
      ‘04 ｽﾀｲﾝｳｪｲｿｻｴﾃｨ･ﾋﾟｱﾉ･ｺﾝｸｰﾙ 第1 位   

 
（２）「京都・国際音楽学生フェスティバル」ならではのメンバーでアンサンブルを編成 

     ｢音楽」を通した国際交流と演奏技術の向上を図る機会として、「オーストリア、ハンガリー、日本による 

弦楽合奏」、｢ノルウェー、アメリカ、日本による金管五重奏」等のアンサンブルを編成しています。 

 

（３）幅広い音楽ファンを意識したプログラム構成 

     古典から現代まで様々な時代から選曲し、幅広い音楽ファンに親しんでいただけるプログラム構成としています。また、

より多くの世界の作曲家の作品を楽しんでいただくために、学生の出身国の作曲家に限らず、世界の様々な国の作曲

家の曲目を演奏します。 

 
■「プログラム」 

６日間のプログラムは、以下の基本構成に沿っています。 

≪5 月26 日～5 月30 日：１・２部 ナショナル・プログラム≫ 

 各国の音楽学校の単独ステージで、ピアノから弦楽器、管楽器、声楽等の様々なジャンルの演奏を行います。 

 

≪5 月26 日～5 月30 日：３部 合奏≫ 

 参加各校の混成メンバーによる室内楽アンサンブル等の演奏です。 

 

≪5 月31 日：１部 日本選抜学生による弦楽合奏≫ 

 フェスティバルに参加する日本の音楽学校全校から選抜したメンバーによる弦楽合奏を行います。 

 

≪5 月31 日：２部 日中学生による弦楽合奏≫ 

 日中国交正常化４０周年を記念し、日中学生による特別演奏を行います。 

 

≪5 月31 日：フィナーレ≫ 

 ≪音楽で巡る世界の国々≫と題して、ベルリン芸術大学の学生指揮による管弦楽と混声合唱等で、参加各国の作曲家の

作品を演奏し、フェスティバルのフィナーレを飾ります。 



■「演奏作品の音楽学生への委嘱」 
１９９９年より「京都・国際音楽学生フェスティバル」の演奏作品の作曲を音楽学生に委嘱しています。 

年号 作品名 作曲者名 

2012 年 ｽﾄﾛﾌ 2 
（ﾌﾗﾝｽ:ﾊﾟﾘ国立高等音楽院） 
 ﾃﾞｨﾃﾞｨｴ・ﾛﾃﾗ 

2011 年 
ﾌﾙｰﾄとﾋﾟｱﾉの変容三部作「悲しげな遊び」作品396 
※東日本大震災の影響により不参加のため演奏せず。 

（ｵｰｽﾄﾘｱ:ｳｨｰﾝ国立音楽大学） 
ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ・ﾊﾞﾃｨｯﾁ 

2010 年 ｽｸﾘｰﾐﾝｸﾞﾘｨ ｽﾄﾘｰﾄ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ﾌﾗﾜｰ 
（英国:英国王立音楽院） 

ﾛﾊﾞー ﾄ・ﾏｰｻﾝ・ｼｰﾏﾈｯｸ 

2009 年 ※2009 年公演中止のため、2010 年に委嘱作品を演奏 

2008 年 ﾏﾗﾅﾀ（私たちの主よ、来てください！） 
（ﾁｪｺ:ﾌﾟﾗﾊ国立芸術ｱｶﾃﾞﾐｰ） 

ｽﾗｳﾞｫﾐｰﾙ･ﾎｼﾞﾝｶ 

2007 年 ﾙｰﾒﾝ(光) 
（ﾌｨﾝﾗﾝﾄ :゙ｼﾍﾞﾘｳｽ音楽院） 

ﾔﾙｯｺ･ﾍﾟｯｶ･ﾕﾊﾆ･ﾊﾙﾃｨｶｲﾈﾝ 

2006 年 ﾊﾟﾗﾌﾗｽｨｽ 
（ｽﾍﾟｲﾝ:ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ王立高等音楽院） 

ｶﾗﾊﾞﾅ･ｹﾞー ﾗ 

2005 年 ﾐｽﾀｰｱﾝﾄﾞﾐｾｽ ﾁｵｰﾅ･ｲﾝﾃｽﾃｨﾅｰﾘｽのためのｴﾚｼﾞー  
（ﾉﾙｳｪ :ーﾉﾙｳｪｰ国立音楽大学） 

ｴﾘｬﾝ･ﾏﾄﾚ 

2004 年 蜃気楼の閃光に向かって･･･ 
（ｲﾀﾘｱ:ﾐﾗﾉ･ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ音楽院） 

ﾏｳﾛ･ﾛﾝｶﾞﾘ 

2003 年 ﾋﾟー ｽ･ｵﾌﾞ･ｱ･ﾋﾟー ｽ 
（ﾊﾝｶﾞﾘ :ーﾘｽﾄ音楽院） 

ﾎﾟﾗｰｼﾞｭ･ﾌﾄ  ー

2002 年 ﾛﾏﾝｽについての思い出 
（ﾛｼｱ:ﾓｽｸﾜ音楽院） 

ｲﾜﾝ･ｲﾊﾟﾄﾌ 

2001 年 ﾌﾞﾚｲｸｽ 
（ﾄﾞｲﾂ:ﾍﾞﾙﾘﾝ芸術大学） 

ﾊﾁｬﾄｩｰﾙ･ｶﾅﾔﾝ 

2000 年 ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾋﾟｱﾉのためのｶﾝﾂｫｰﾅ 
（ｱﾒﾘｶ:ｼﾞｭﾘｱｰﾄﾞ音楽院） 

ﾀﾞﾆｴﾙ･ｵｯﾄ 

1999 年 日本民謡によるﾊﾟﾗﾌﾚｰｽ  ゙
（日本:京都市立芸術大学） 

酒井健治 

 
■「写真」  

タイトル：「京都・国際音楽学生フェスティバル２０１１」 フィナーレ 

撮影日 ：２０１１年５月２５日 

撮 影 ：佐々木 卓男（Tatsuo Sasaki） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （写真データをご希望の方は、rmf@rohm.co.jp までご連絡ください）  










