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幼少の頃からニューヨークに育ち、桐朋学園大学在学中、第 57 回日本音楽コンクール第１位 。
同大学を首席卒業後、'90 年、文化庁派遣研修員としてジュリアード音楽院に留学。
翌年にはロス・アンジェルスにおいてアメリカデビューを果たし、L.A.TIMES で絶賛される。
同年フリーナ・アワーバック国際ピアノコンクールで優勝。'92 年、ジュリアード・ソリストオーデ
ィション優勝。 翌年帰国し、本格的に日本での演奏活動を再開。
1996 年、モスクワ交響楽団とモスクワ及び全国ツアー、97 年にはサンクトペテルブルク
交響楽団と共演。2001 年、韓国ソウル国際音楽祭に出演。07 年にはニュージーランド・ツ
アーを行う。
13 年、パリ・ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団と日本ツアーで共演、好評を博した。
録音においては「リスト・巡礼の年第２年イタリア」「メフィストワルツ」
「ラプソディー・イン・
ブルー」「ウイングド」
「バーバー・ピアノ作品集」「南米作品集」をリリース。「バーバー作品集」
「南米作品集」は「レコード芸術」誌にて「特選盤」「優秀録音盤」に選出された。
'95 年より 5 年に亘り、ＦＭ横浜のパーソナリティーとしても活躍し、03 年からは 6 年間 NHK-BS
「週刊 ブックレビュー」の司会も務め、視聴者から高い人気と支持を集めた。
教育活動にも独自の視点で積極的に係わり、シンガポールではリサイタルと共にキッズ・コンサー
トやマスタークラスを度々開催。また、
「子供ワークショップ」やアウトリーチ活動にも力を注いで
いる。
2014 年にデビュー25 周年を迎え、古典から現代音楽に至る幅広いレパートリーには深みが増し、
シャープで切れのあるタッチと繊細で品格の美音、華のあるダイナミックな演奏で聴衆を魅了。
現在、京都市立芸術大学非常勤講師。
（2015 年 9 月現在、784 字）
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1988 第 57 回日本音楽コンクール第１位。桐朋学園大学首席卒業後、文化庁派遣研修員としてジュリ
アード音楽院に留学。91 年にロス・アンジェルスにおいてアメリカデビューを果たし、同年フリー
ナ・アワーバック国際ピアノコンクールで優勝。
帰国後は、モスクワ交響楽団（96 年）
、サンクトペテルブルグ交響楽団(97 年)と日本ツアーで共演、
韓国ソウル国際音楽祭(2001 年)、ニュージーランド・ツアー（07 年）
、パリ・ギャルド・レピュブ
リケーヌ吹奏楽団と日本ツアーで共演（13 年）
。
これまでに「ラプソディー・イン・ブルー」
「バーバー・ピアノ作品集」
「Sul America 南米ピアノ
作品集」など 6 枚の CD をリリース。
NHK-BS2「週刊ブックレビュー」の司会を 6 年間に亘り務めるなど多方面で活躍。
教育活動にも独自の視点で積極的に係わり、キッズ・コンサートやマスタークラスを度々開催。
古典から現代音楽に至る幅広いレパートリー、シャープで切れのあるタッチと繊細で品格の美音、
華のあるダイナミックな演奏で、聴衆を魅了。京都市立芸術大学非常勤講師。
（2015 年 9 月現在、486 字）
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1988 年第 57 回日本音楽コンクール第１位。桐朋学園大学卒業後、文化庁派遣研修員とし
てジュリアード音楽院に留学。91 年にロス・アンジェルスにてアメリカデビューを果たす。
同年 10 月、フリーナ・アワーバック国際ピアノコンクールで優勝。
これまでに、
「バーバー/ピアノ作品集」
「南米ピアノ作品集」など 6 枚のＣＤをリリース、
いずれも好評を博す。
NHK-BS「週刊ブックレビュー」の司会を 6 年間に亘り務めるなど多方面で活躍。
シャープで切れのあるタッチ、繊細な美しい音色とダイナミックな演奏で常に聴衆を虜
にし、古典から現代音楽に至るそのレパートリーの幅広さにも定評がある。
（2015 年 9 月現在、305 字）
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Born in Tokyo, pianist Yuko Mifune moved with her family to New York City when
she was six years old. In New York her early studies were with Jerome and Ronit
Lowenthal, and at the age of twelve she returned to Japan and continued her studies
with virtuoso pianists Akiko Iguchi, Yoko Okumura, and Kazuko Yasukawa.
Ms.Mifune has won first prize at the prestigious Japan Music Competition, followed
by an award of a two year scholarship from the Japanese Government to attend The
Juilliard School where she studied under Martin Canin.
In May 1991, she made her concerto debut in the U.S. , winning praise from the
L.A.Times for her brilliant performance.
As first prize winner of the 20th Frinna Awerbuch International Piano Competition and
the Juilliard Soloist Audition , she has given performances at Carnegie Hall and at
Lincoln Center. Her playing was also broadcasted throughout the nation by the
classical radio station WQXR.
She has toured with St.Petersburg Orchestra, Moscow Philharmonic orchestra upon
her return to Japan.
She was invited to perform at the Seoul International Music Festival in ’01. In summer
'07, she went on a tour in New Zealand, highly praised by newspaper reviews.
Ms.Mifune is also successful in the media - being the host of TV and radio programs.
She has also published a manual book for piano learners. She has recorded 5 albums
so far, which were chosen as the “Best Album” of the month in CD magazines.
Her beautiful sound and dynamic virtuosity have always inspired many audiences, and
has also garnered critical acclaim for her broad repertoire which spans from baroque to
contemporary music.
（June 2012）
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