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山形県立北高等学校音楽科、山形大学地域教育文化学部音楽芸術 コー
ス卒業 および国人学大学院修 了。高校在学中、 ス クール コンサー トに
て山形交響楽 INllと 共演。北高 音楽科第 40回 記念定 り1演 奏会、山形・
酒 IΠ 両公演 に ソリス トとして出演。第 19日 1東 北 rf少 イi音 楽 コンクー
ル本選会銅賞、記念演奏会 に出演。第 28回 日本 ピアノ教育連l厘 ピア
ノオーデ ィシ ョン関東地区奨励賞。第 24国 人1111」 人1川 新人音楽祭 コ
ンクール本選会奨 賞。第 20回 に本 クラシ ック音楽 コン クー ル全 可
大会人選。第 17 1山 形県出身者新 人演奏会 をは じめ県内を中心 に ソ
リス ト・伴奏者 として活1/J。 これ までに ピアノを ^柳 多津子、一柳和
男、一 麻衣、伊達十 子の 各氏 に師事。Aコ ックス、鷲 見加寿子 の
両氏 の レッスンを受講。山形大学1附 属小学校非常勤Fttl l(音 楽)を 経 て、
今年度 より羽陽短!明 大学非常 :￨'師 、 また後期 より山形大学非常勤請
′
￨￨。
上山「 内 1宅 での ビアノ教卒で後進の指導 にもあたっている。
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山り
杉県立山形北高等学校音楽科を首席で卒業。 l・lll l学 禾1大 学音楽学部
アi子 楽大学 ビ
演奏学科卒業。同大学研究科を修了 した後、 ウィー ン￢、
アノ科 にて研鑽 を積む。第 4回 山形県ジ ュニアビアノコンクールにて
金賞受賞。第 24回 ソレイユカ7人 演奏会オーデ ィシ ョン (現 ソレイユ
音楽 コンクール)、 F]際 芸術連盟主催第 431日 1新 人オーデ ィシ ョンに合
格、共に演奏会に出演。現在は桐」]学 国大学附属 r供 のための 青楽教
室、前田 音楽塾 にて ピア ノ講師Fを 務める。 その他、 4̀内 又は山形県に
て演奏会を多数開催。A.コ ックス氏 との共演は 2012年 の 東京、山り
杉
での コンサー トに続 き2度 日となる。 これ までに ピアノを、ユ1井 ネ
L子 、
]紀 代 美、 江 澤 型 子、 練 木 繁 夫、Jacob Leuschner、 WolFgang
武日
Watzingerの 各氏 に師事c
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杉県立鶴岡 南高校、山形大学音楽文化 コース
山形県旧藤島 旧出身。山り
杉オベ ラ協会会員。
卒業。2011年 同大学ルtFL会 人特 別 1/Lを 修 r。 山り
これ まで出演 のオベ ラは 「デ ィドとアエ ネアス」 アエネアス、「フィガ
「 ドンジ ョヴァンニJ表 題役、
「コズィファン トウッ
ロの結婚J表 1題 役、
「
「
エルモ
テ」 グリ
、 愛の妙薬Jベ ルコー レ、 こうもりJフ ァルケ、池
「
一
Лり
f礼 美作lh倉 1
辺晋 郎 小鶴」 ￨1名 古左衛門な ど。 また ビアニス ト矢
作 オペ ラ「「ヽFiの i rJや 「ヮンダフル・ベ ジタブルJな どで学校訪
NHKカ ルチャーセ ンター講師、
‖]￨さ さゆ り指￨に 、
間演奏実施。女声合‖
山形「 立商業高校1111市 と後進指導にあた りなが ら、同校吹奏楽部定期
演奏会ゲス ト￨￨1演 や、シューベル トミサ、 フォー レレクイエム、ヘ ン
デルメサ イアに合 り1山 ソリス ト11瀬
また鶴岡「 でデュオ コンサー ト、
Tanlo gk)ndaコ ンサー ト、ll■ ttiハ イライ ト、山形「 ではピアノと声楽
の トリオ リサ イタル、 トリオリサイタル〜縁〜を企画、 リ
ロ
1は 。
i。
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山形県上山形北高等学校音楽科、山形大学教育学部卒業および同大学
´
大学院修 」 20()3年 東北青少年音楽 コン クール、 日本 ピアノ教育連
盟 lilf:オ ーデ ィシ ョン、2008 fi人 11市 人 ￨1新 人 汗楽祭 コン クー ル、
2009イ ￨:彩 の 可埼 にビアノコンクール、20H年 コンセール・マロニエ
21等 の コン クー ルで ノ
、賞、人選。 また 2004年 イタリア、20H ll
ドイツにお いてのサマーフェステ ィバ ルに参加 し演奏会に￨￨1演 。￨￨
、演奏会等 ソロおよび11内 楽等の多数の演奏会に出演 の
形県出身 者折 ノ
他、2013イ 11 ,J〔 迪 li催 新進が1奏 家育成 プロジェク ト・ ォー ケス トラ
シ リーズにおいて、鈴木14x術 指Iに 、仙台 フィルハーモニー管弦楽 Jと
シューマンの協奏 ￨を 共tt=こ れ までに柴‖1み ゆ き、 ・柳和 、鷲見
加寿子、lll達 1'r、 グ〔1員 り
trの 各氏 に師 」
ll」
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ロン ドン生 まれ。 ロイヤ ル・ノーザ ン音楽大学、ウィーンlT立 音楽大学を首席 で卒業後、オース トリアを中心 に、ヨーロ ッパ全
アメ リカ、北欧、
アジア等で主 に室 内楽 ビアニス トとして、 ウィー ンフ ィルコンサー トマスター、首席奏者、 アンサ ンブル・ ウィーン・ベ ル リン、 ウイー ン国立歌
朦I場 歌手等 とコンサー ト、 レコーデ ィング、 テ レビ・ ラジオの収録等を行 い、揺 るぎない地位を確 17、 共演者か ら絶大なる信頼 を得 る。ザ ルツブ
ル グ音楽祭他多数の音楽祭にも毎年17J待 され る。 ス イスの レンクで開催 の国際夏期セ ミナーでは 10(1以 「1室 内楽 の
を務め、教育者 として も高
'師 2002〜 04イ :PMF国 際音
く評fUさ れ る。 1985年 初来 日以来 ウィーンフィル奏考 との ツアー他、 日本人 アーテ ィス トとの共洒1等 で広 く知 られ る。
楽祭 (札 幌)に ウィーンフ ィル トップメンバー等 とともに招聘 され る。 ウイーンロ 立音楽大学教授。
コ ックスが共演 した演奏家 は、Rシ ュミー ドル、Eオ ッテンザーマー、A.プ リンツ、N トイブル、R.ヴ ィーザー、松本健i」 (以 上 CI.)、 W.シ ュルツ、
W.ト リップ、D.フ ルー リー (以 上 Fl.)、 M.ガ ブ リエル (Ob)、 F.ド レシャル、A.ス コチ ッチ、Nl.シ ュ トッカー、Mワ ルシ ャフスキー、本越
モr(Vn)、 ゥィーンフィ
1謙 一郎、藤村俊介 (以 上Vc)、 G.ヘ ッッェル、Wヒ ンク、Bビ ベ ラウアー、U,ダ ンホーフアー、人谷月
洋、北本秀樹、安日
ル首席奏者 によるウイー ン木管 アンサ ンブルや、本管 ′
1重 奏団 クインテ ッ ト・ ウィーン、 ウイーン・ ラズモ フスキー弦楽四重奏団、ウィーン国立歌
劇場歌手の R.シ ュ トライ ヒ、Bポ シュナー (Sop)、 そ してア ンサ ンブル・ ウィー ン・ ベ ル リン他多数。
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