
13歳の時初めてオーケストラと共演したのがJ→畢征爾、その後ロストロポーヴィチ、シャ

ルル・デュトワ、レナード ストラトキン、ウイーン・フイルとNHK交響楽団―と、著名

な演奏家、オーケストラと共演を重ね、ますます演奏に磨きをかけるつくば市出身の新

進気211の ビアニスト、中野翔太 .

みずみずしい感性と聡明な解釈、繊細で透明感のある音色から引き出された演奏は慮1

的でスケールが大きく、驚異のテクニックを1丼せ持ち見るものを魅了します。

ますます進化する中野翔太の演奏にご期待ください。

ギターのコンクールでは世界最高水準と言われる東京国際ギターコンクールで史上最年

少で優勝したのが 14歳。

息をのむほどの超絶のテクニックでギター界の言舌題を独占し、17歳CDデビューしてか

ら10年。ますます磨きのかかった超絶のギターテクニック、繊細な指先が紡ぎだす多

彩な音色、あバ、れるパッション。

デビュー10周年を記念する今回のリサイタルは、ギターの名曲と木村大のオリジナル作

品によるスペシャルプログラム.世界レベルのテクニックで奏でる名曲の世界をお楽し

みください。

S席 3,000円 S席 4,500円
A席 3,500円

鰺全席指定入場料金  ※中野rll太 木村大2公演ともチケット購入の場合害」引共通券があります。  ×未就学児の入場不可.

A席 2,500円

―
― プレイガイドーーーーー

0電子チケツトびあ TEL 0570-02-9999
木村 大 Pコード112-408

Xイ ンターネツト又はお電話で申込みいたたくとセブ
ンイレブン各店にて発券お支払いただけます.

主催:いばらきコープ生活協同組合 共催:つくば市/(財 )つくば都市振興財団 協力:レイハートLLCお問合せ:(財)つくば都市振興財団TEL 029-856-7007



SHOTA NAKANO
PIANO

1984年 、物理学者の父、ピアノ教師の母のもと、茨城県つ

くば市に生まれる。 5歳からピアノを始め、所属していた南青山

音楽ll究所の招きで来日したモスクワ中央音楽院のムンドヤン

ツのレッスンを受ける。江 ,「 弘子に師事し、1999年からジュリ

アード音楽院プレ カレッジに留学。その後、同青楽院に進み、

ビア′をカプリンスキーに、室内楽をパールマンに師事、2009

年に卒業。これまでに明治安出生命クオリティオブライフ文化

財寸、財団法人江 H」育英会の助成やソニー フェローシップ

グラントを受けている。

1996年 第 50)1全 日本学生音楽コンクール小学生の部で全

国 1位および野村賞受賞。 1998年 1月「1女江戸英雄翁を偲ぶ

会Jで小澤征 llと 共演、同年4月 にはワシントンの日本大使公

邸における n~奏 会に出演し、ワシントン・ナショナル響青楽監

督の指揮者スラトキンに絶賛される。

2000年 に飯守泰次郎指揮/東京シティ・フィル定期演奏会

に出演、その後、バーカレト指揮/N響、デュトワ指揮/N響、

小林研一郎指揮/読響、ギルバート指揮/新 日本フィル、小

澤征爾指揮/ウ ィーン フィル、またロストロポーヴィチらと共

演したはか、日本各地のコンサートに出演して好評を諄丸 アメ

リカやフランスでもリサイタル、オーケストラ演奏会、FMなどに

出演している。それ以降もギルバート指揮/新日本フィル、大山

半 郎指揮/読響、沼尻竜典指揮/日 フィル、人植英次指揮

/大阪フィル、レンメライト指揮/東京フィル、エッティンガー指

揮/東京フィル、Pフ トキンス/都響と共演.

またリサイタルでは、2004年 第 20回く東京の夏>音楽祭、

2006年 東京オペランティ主催の若手有望アーティストのシリー

ズ「B→ CJ、 2007年 トッパンホール、2009年 紀尾ブトホールな

ど毎年意欲的な活動を続け、またジャズの松永1貴志と即興も交

えた演奏を披露するなど更なる造化を遂げている。

2009年 8月 オクタヴイアレコードよリシューマンのピアノ曲集

(ピ アノ協奏曲を含む)でデビューアルバムをリリース.レ コード

芸術 10月 号の特選盤に選ばれる。

2005年第 15回出光音楽賞受賞.

コンサート情報

クミコ コンサート2 θlθ INoRI～タク～
2002年 、アルバム「愛の賛歌Jに収録した「わ

が麗しき恋の物語Jが “聴くものすべてが涙

する歌 "と して大きな反響を呼び、シャンソン

では異例の人ヒットを記録。今年発表の「原

爆の子の像Jをモデルとした剰¬出「INOR～
祈 りヽ Jが、話題山坂本冬美の「また君に恋

してるJを押さえてUSEN総 合チャートで 2

度の 1位を記録.

(水戸市出身)

2"0年 10月 30日 は )″ 沐
~Jレ

ぃ くrrF)冒漫 ほ :8

全席指定4.000円 畿チケット電話予約開始
ノノヽホールにて7月 31日 (■)10:00～

DA〔 KIMURA
GUITAR

1982年、茨城県土‖i市 に生まれる.5歳より父、義輝に師事、

ギターと音楽理論を学ぶ。小学 1年で第 13回 GLC全 国学生

ギターコンクール小学校低学年の部優勝。その後、数々のコン

クールで全て優勝する。

19961j、 ギターのコンクールでは世界最高水準と言われる

第39回東京国際ギターコンクールで見事 14歳の最年少で優勝.

1996年、97年 2回にわたり茨城県知事賞受賞.こ の年バル

セロナ音楽祭に招待されヨーロッパデビュー。17歳でソニーよ

りCDデビュー。以後 3年 にわたり全国リサイタルッアーやオー

ケストラとの共演、アルバム「カデンツァー 17J「駿馬J「アランフェ

スJを 発売。この間、「トップランナーJ「 1肯熱大陸Jな どテレビ、

ラジオに多数出演.雑誌、新間にも登lj。 日本のクラシック音

楽界に旋風を起こ丸

2001年 、第 11回新日鐵古楽賞フレッシュアーテイスト賞を

受賞.スペイン王立セビリヤ交響楽団との全国ツアー(14公演 )

にソリストとして出演する。

2002年 4月 より、英国T立音楽院に留学、帰国第一弾とし

て2004年 3月、N響と3夜連続共演。 11月、第 1同ベストデビュ

タント賞 (音 楽部門)を 受賞.

2005年 2月 、第 8回 リゾー嚇 鹿音楽祭で木村大プロデュー

スによる「本村大ギターの■界Jに 3日 出演。3月 ロサンゼルスに

てアルバム録音.ソニー ミュージックより「カリフォルニアの風J

発売。4～ 5月 、“ライブ イマージュ"ツ アー(15公 演)に参加。

7月 には、アメリカのギタリスト、アンドリュー・ヨークと待望の

スペシャル・ジョイント コンサートを開催 (5公演 )。 9月から3

年半ぶりの全国リサイタル ッアー(16公演)を 実施。また東京

/“ ギンザめざましクラシックス"にスペシャルゲストとして出演。

2006年、韓国/ソウルでの“ンティー フェステイバル"に 出演.

東京/“ 青少年のためのコンサート"に出演。9月 、ソニー ク

ランカルよりCD「ロンドン エッセイJ発売.

2007年 9月 から全国23会場でリサイタルを開催。

2008年 秋より自身初のオリジナル山“Shinc"から取つたソロ

ツアー 2008-2009“ Shinc"を 1判催。

2008年 11月 に4年 に一度発売される、ソニー ミュージッ

クが誇る歴史あるとットクランックシリーズ「ベスト・クラシック

100Jの 2008年 盤 100タ イトルに「カリフォルニアの風Jと「本村

人ベスト・セレクションJが選出される。

2009年 4月 よリフジテレビ系列のエコロジー番Tllテ ーマ曲と

して自身作山の「HomcJが使用される。

2009イ :4月 には東京フィルハーモニー交響楽団文京定期公

演にて金聖響氏とアランフェス協奏曲を共演.

2009年 7枚 日となるアルバム「INFINITY mugcn― DAIJ

をソニー ミュージックより発表。10だより“木村大ギターソロ

ツアー INFINITY2009 2010"ツ アースタート.

2010年 9月 には東京“ライブ イマージュ ヌーヴォー "出

演するなど、ジャンルを超え国内外で活躍する実力派ギタリスト.
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