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PMFを代表する
コンサート

ピクニックコンサート

クラシック音楽を
遠足気分で楽しむ

PMFオーケストラ演奏会

約100人の仲間が
一緒に練習した成果を発表

札幌コンサートホール

PMFリンクアップ・
コンサート

小学6年生が
PMFオーケストラと夢の共演
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札幌芸術の森・野外ステージ
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世界から集まり世界に羽ばたく、
PMFの仲間たち

パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌（PMF）とは
国際教育音楽祭

ヨーロッパ
（39カ国）

562人

アフリカ
（1カ国）

2人
オセアニア
（2カ国）

124人

北アメリカ
（2カ国）

1,235人

中央・南アメリカ
（15カ国）

132人

アジア・中東
（15カ国・2地域）

1,452人

アカデミー生の出身国（1990-2018）

パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌

（PMF）は、20世紀を代表する指揮者で作曲家のレ

ナード・バーンスタイン（1918－1990）が提唱し、札幌

で始まったクラシック音楽の国際教育音楽祭です。

みなさんはクラシック音楽を知っていますか？

クラシック音楽はコンサートだけでなく、テレビやラジ

オ、映画の中、カフェや病院の待合室などでも流れて

います。フィギュアスケートの選手が演技をするときの

曲としても、たくさん使われていますよ。

このように、クラシック音楽は私たちの生活のさまざま

な場面で聴くことができます。

PMFは、なぜ「クラシック音楽の国際教育音楽祭」な

のでしょうか。

現代はスマートフォンやゲーム、ロボットなど、たくさん

の機械があって毎日とても便利です。しかし、今でも

“本物のクラシック音楽”は人間にしか弾くことができ

ません。だから、先生が生徒たちを教えたり、生徒た

ちが先生から学んだりするクラシック音楽の「教育」が

必要なのです。

そして、PMFには毎年、7月から8月にかけての約

1ヵ月間、たくさんの仲間が世界中から集まり、札幌で

一緒に音楽の勉強をします。私たちは彼らのことを

「PMFアカデミー生」と呼んでいます。

国や言葉、文化など、たくさん違うことがあっても、み

んな一緒に音楽を練習して、コンサートを何回も行い

ます。日本の人だけでなく、いろいろな国の仲間が集

まるので「国際」と言うのです。

また、PMFは、クラシック音楽を弾く人をたくさん育て、

クラシック音楽を多くの人と楽しむための「夏の大きな

お祭り」です。だから「クラシック音楽の国際教育音楽

祭」なのです。

パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌

（PMF）の「パシフィック」には、海の太平洋という意味

と「平和」という意味があるんですよ。日本の人も外国

の人も、みんなが音楽で仲良くなってほしいとバーン

スタインは考えたのです。

PMFは、もう30回近くも行っているので、世界中にたく

さんの仲間がいます。PMFで勉強した、その仲間たち

を「PMF修了生」と呼びます。

彼らは、札幌交響楽団やNHK交響楽団など日本の

オーケストラだけでなく、ウィーン・フィル（オーストリア）

やベルリン・フィル（ドイツ）、ニューヨーク・フィル（アメ

リカ）などでプロの演奏者（仕事としてクラシック音楽を

弾く人）として働いています。テレビやラジオから流れて

いたり、フィギュアスケートで使われていたりするクラ

シック音楽は、PMF修了生が弾いている演奏かもしれ

ません。そう考えると、ワクワクしますね！　

今、PMF修了生は世界76ヵ国・地域に延べ3,500

人います。世界中から仲間が集まり、PMFで学んだ、

たくさんの仲間たちが、私たちの街、札幌から世界に

羽ばたいているのです。
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