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世界の選ばれし若き音楽学生が京都に集い共演する夢の音楽祭！ 

京都・国際音楽学生フェスティバル 2015  
 

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、23

回目となる「京都・国際音楽学生フェスティバル 2015」を 2015年 5月 23日（土）から 27日（水）までの 5日間にわたり開
催します。 
  このフェスティバルは、世界を代表する音楽学校の学生を京都に招いて行う｢インターナショナルなコンサート｣で、今
年は、日本を含む 10 カ国 22 校から 106 名が出演します。なお、これまでに出演した学生は、通算 海外 497 名、国内
2,095名の合計2,592名にのぼり、現在世界各国で活躍している演奏家も過去に参加しています。 

また、手軽にクラシック音楽に親しんでいただけるよう、一日券 1000円、通し割引券 3000円（自由席）としています。 

開催の約 1 週間前からはフェスティバルに向けて練習風景を、開催期間中は翌日に公演風景をローム ミュージック 
ファンデーションのブログにて紹介します。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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 2015  Kyoto International Music Students Festival 2015 

（２）日 程      2015年5月23日（土）～5月27日（水）（5日間） 

開演 18：30 ただし、23日（土）、24日(日)は開演 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日券 1，000円 ／ 通し割引券 3，000円  ＜全席自由＞ 

            チケット発売は 3月31日（火）～エラート音楽事務所 他で発売 

（５）参加校（予定） 海外：9校 21名 ／ 国内：13校 85名 （合計：22校 106名） 詳細は別紙 

（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 
＜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  
 

「京都・国際音楽学生フェスティバル 2014」の模様   [ 撮影：佐々木 卓男（Tatsuo Sasaki）]  

フィナーレ  （撮影日2014年5月28日）  

各国参加学生の混成アンサンブル 

各国参加学生のソロ 

（撮影日2014年5月24日）  

（撮影日2014年5月26日）  



■出演者・参加校について 

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もいます。 

    参加校の内訳 （国名英表記・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順）    海外：9校 21名 ／ 国内：13校 85名 （合計：22校 106名） 
【参加校の内訳】  （国名英語表記・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順） 

 ・チェコ プラハ国立芸術アカデミー － ３名 
 ・ドイツ ベルリン芸術大学 － ２名 
 ・フランス パリ国立高等音楽院 － １名 
 ・オーストリア ウィーン国立音楽大学 － ３名 
 ・フィンランド シベリウス音楽院 － ４名 
 ・イタリア ミラノ・ヴェルディ音楽院 － ２名 
 ・ポーランド ショパン音楽大学 － ２名 
 ・ロシア チャイコフスキー国立モスクワ音楽院 － １名 
 ・アメリカ ジュリアード音楽院 － ３名 
 ・日本 愛知県立芸術大学  
 同志社女子大学  
 国立音楽大学  
 くらしき作陽大学  
 京都市立芸術大学    ８５名 
 武蔵野音楽大学  
 大阪音楽大学  
 大阪芸術大学  
 相愛大学  
 洗足学園音楽大学  
 桐朋学園大学  
 東京音楽大学  
 東京芸術大学  

※参考 ・出演学生延人数 海外：497名、国内：2,095名、計：2,592名 
 ・開催回数    計23回（1993年～2015年） 
 ・お客様ご来場延人数：約53,000人（1993年～2014年） 

 

■フェスティバルの様子をブログで公開！ 
   フェスティバル開催1週間前の練習～本番まで、様々な国の学生達の練習や交流の様子をブログでお届けします。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
■プログラムについて 

●世界各国の学生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、「ドイツ、フランス、フィンランド、日本による弦楽合奏」、｢フ

ィンランド、イタリア、ロシア、日本のピアノ 2台8手」などのアンサンブルを編成しています。 

       また、講師の指導を入れず、学生たち自身で音楽を作り上げることにより、国際交流と演奏技術の向上に効果をあげ

ています。 

●幅広い音楽ファンにお楽しみいただけるプログラム構成 

     古典から現代まで様々な時代、世界各国の作品から選曲しており、幅広い音楽ファンに楽しんでいただけます。 

＜1部・2部＞ ・・・・・・・・・・ 各校の単独ステージ。ピアノ、弦楽器、管楽器、声楽などの様々なジャンルの演奏 

＜3部 合奏＞・・・・・・・・・・ 参加校の混成メンバーによる室内楽アンサンブル等の演奏 

＜フィナーレ（27日のみ）＞ “音楽で巡る世界の国々”と題し、各国の作曲家の弦楽や合唱などを学生指揮で演奏 

 《音楽学生への委嘱作品》 
  2015年の委嘱作品 

『リアクションⅠ』  作曲：J・ラタイ（チェコ・プラハ国立芸術アカデミー） 

ローム ミュージック ファンデーション ブログ 

＜http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/＞ 

または、「rmf ブログ」で検索 

＜2014年のフェスティバルの様子＞

http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/rmf-report/2014/05/

29/1634/ 

＜2013年のフェスティバルの様子＞ 

http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/rmf-report/2013/06/

26/726/ 

 

http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/
http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/rmf-report/2014/05/29/1634/
http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/rmf-report/2014/05/29/1634/
http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/rmf-report/2013/06/26/726/
http://micro.rohm.com/jp/rmf/blog/rmf-report/2013/06/26/726/


これまでに学生へ委嘱した演奏作品             ※1999年より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 

2014年 ｱﾝ･ｴﾚｸﾄﾛﾝｽﾞ･ｽﾄｰﾘ  ー
（ﾙｰﾏﾆｱ:国立ﾌﾞｶﾚｽﾄ音楽大学） 

ｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚ・ｱﾝﾄﾞｩﾛﾈ 

2013年 ﾋﾟｱﾉのためのﾏｽﾞﾙｶ 
（ﾎﾟー ﾗﾝﾄ :゙ｼｮﾊﾟﾝ音楽大学） 

 ｲｸﾞﾅﾂｨ･ﾏﾃｳｼｭ･ｻﾞﾚﾌｽｷ 

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 :ーﾘｽﾄ音楽大学） 

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  






