松田 弦

＆

新井伴典

ギター･デュオ･リサイタル
寓話 I・II ＆ テーブルの下で／イベール
スペイン舞曲より／グラナドス
ふるさと〜童神〜フィナーレ／岡野貞一・佐藤一哉
Summer ／久石 譲
小組曲より／イベール
島唄／宮沢和史
島へ／武満 徹
招待／アサド
※曲目は都合により変更になる場合がございます。

2012 年

4 6
月

日（金）

開場 18:30 ／開演 19:00

錦鱗館

京都市左京区吉田神楽岡町 3（地図裏面）
●チケット 3,000 円（当日 3,500 円）
●ご予約・お問い合わせ
【ウッドノート・スタジオ】
075-702-1505
woodnote@kyoto.zaq.ne.jp
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/woodnote/
【錦鱗館】090-5974-8372

●主催 ウッドノート・スタジオ

Profile

新井伴典 www5.ocn.ne.jp/~tomoarai

松田 弦 www.matsuda-gen.com

コンクール、学生ギターコンクール、日本スペインギター音楽コンクー

スギター専攻科で松居孝行に師事。卒業後、上京し村治昇に師事。2003

ルで優勝し、92 年ドイツ国立ケルン音楽大学入学。ヨーロッパ各地の主

年より新井伴典に師事。5 つの国内ギターコンクール（学生ギターコン

なコンクールで入賞を重ね、2000 年ドイツ国家演奏家資格コース終了。

クール、名古屋ギターコンクール、九州ギター音楽コンクール、日本ス

現在までに原 善伸、佐々木 忠、ゾーラン・デュキッチ、トーマス・ミュラー

ペインギター音楽コンクール、クラシカルギター・コンクール）を連覇し、

＝ぺリングに師事。ALM

2009 年には第 52 回東京国際ギターコンクールと第 9 回アジア国際ギ

東京、渋谷生まれ。6 才よりギターを父、和夫に師事。ジュニアギター

高知生まれ。16 歳よりギターを始める。高知県立岡豊高等学校音楽コー

RECORDS より 3 つのソロアルバムを発表し、

いずれもレコード芸術誌特選盤に選出。また GG（現代ギター）レーベ

ターコンクールでそれぞれ優勝。2009 年に CD『Genius』を発表。今

ルよりアルポリール・ギタートリオ『アルポリズム』を発表。今までに

までにオスカー・ギリア、福田進一、佐藤紀雄、ステファノ・グロンドーナ、

ドイツ、オーストリア、フランス、チェコ、ベルギー、イタリア、タイ、フィ

ゾーラン・デュキッチ、リカルド・ガレン、佐々木 忠等多数のマスター

リピンにて演奏。また、次世代ギタリストの育成、コンクール上位入賞

クラス受講。現在フランス、シュトラスブール在住。

など後進の指導にも力を入れる。上野学園クラシックギター科主任。現
代ギター GG 学院講師。

Map - Kinrinkan

輝く太陽、
きらめく海、平和への祈り……
２台のギターが描く、
日本の夏の風景
実力派ギタリスト 新井伴典と
新進気鋭ギタリスト 松田 弦による
初デュオアルバム
好評発売中

オープニング［セルジオ・アサド］
夏の庭［セルジオ・アサド］
ワルツ風に［セルジオ・アサド］

夏の列島
The Summer Islands
松田 弦 & 新井伴典 （ギター）
Gen Matsuda & Tomonori Arai (guitar)

スイカ［セルジオ・アサド］
さようなら［セルジオ・アサド］
家族［佐藤直紀］
友だち［セルジオ・アサド］

ふるさと［岡野貞一］〜童神［佐原一哉］〜フィナーレ
ヒロシマという名の少年［武満 徹］
翼［武満 徹］
翼をください［村井邦彦］
Summer［久石 譲］
夏の花（不良少年）
［武満 徹］
島唄［宮沢和史］
島へ［武満 徹］
招待［セルジオ・アサド］
★市バス利用の場合
「銀閣寺道」または「浄土寺」下車、約 600m。
京都駅から［17］［5］
地下鉄今出川駅から［203］
京阪出町柳駅から［17］［203］

★タクシー利用の場合
神楽岡「吉田山荘」200m 北、
錦鱗館案内板より山手へ 50m
上がる、右手。

●税込価格 2,625 円（税抜 2,500 円）
●録音：2010 年 10 月 5〜6 日 滋賀・高島市ガリバーホール
●全国有名楽器店、Amazon.co.jp にて発売中
●発売元：ウッドノート・スタジオ http://www.kyoto.zaq.ne.jp/woodnote/

★駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

Tour 2012 Schedule

【千葉・成田市】

3 月 10 日（土） Wine & Dine Eugene（ユージーン） 17:30〜

【神奈川・小田原市】3 月 11 日（日） アルコ イリス

14：00〜

【茨城・つくば市】 3 月 17 日（土） 音楽茶房 G clef（ジークレフ） 15：00〜
【茨城・八郷町】

3 月 18 日（日） ギター文化館

15：00〜

【東京・二子玉川】 3 月 20 日（火・祝）ライブハウス KIWA
3 月 24 日（土） 楽器堂ライラホール

【高知・黒潮町】

19：00〜

3 月 25 日（日） 黒潮町立大方あかつき館

【愛知・名古屋市】 3 月 31 日（土） ミューズ音楽館サロン
【三重・名張市】

4 月 1 日（日）

サロン de K1004

【京都・京都市】

4 月 6 日（金）

錦鱗館

【大阪・守口市】（新井伴典

前売 3,000 円
19：00〜

【高知・高知市】

当日 3,500 円

前売 3,000 円

19：00〜

TEL 0465-35-0387（櫻井）

前売 3,000 円

前売 3,000 円

18：00〜

14：00〜

19：00〜

3,500 円（軽食代含む）（予約先着 20 名限定） TEL 0476-36-8277（ユージーン）

3,000 円（１ドリンク付）

学生前売 2,000 円

学生前売 2,000 円

前売 1,000 円
一般 3,500 円
当日 3,500 円

TEL 029-836-2995（ジークレフ）

当日各 500 円増

当日各 500 円増

当日 1,500 円
会員 3,000 円

前売 2,000 円 (40 席限定 )

前売 3,000 円

当日 3,500 円

TEL 0299-46-2457（ギター文化館）
TEL 047-348-6204 （オフィス AGK）

TEL 088-802-2555

TEL 0880-43-2110
学生 2,000 円

TEL 052-910-6700 （ミューズ音楽館）

kayamori@d8.dion.ne.jp

TEL 090-8074-1558（カヤモリ）

TEL 075-702-1505（ウッドノート・スタジオ）

デュオミニコンサート付き講習会）4 月 7 日（土） 守口市国際交流センター第 2 会議室

講習 13:00〜

※コンサートは新井の講習会後になります（18：45 開演予定） 1,000 円（コンサートのみ） alhambra1215@yahoo.co.jp（高橋）
【大阪・守口市】（新井伴典

講習会）4 月 8 日（日） 13：00〜

守口市国際交流センター第 2 会議室

【宮城・石巻市】

4 月 21 日（土） コンサートホール N'S SQUARE

【宮城・仙台市】

4 月 22 日（日） 中本誠司現代美術館

16:00〜

17:30〜

一般 3,000 円

一般 3,000 円

alhambra1215@yahoo.co.jp（高橋）

小中高生 2,000 円（1 ドリンク付） TEL 090-3120-0466（菊地）

小中高生 2,000 円（お菓子・紅茶付） TEL 090-3120-0466（菊地）

