
上野信一 &フォニックス・レフレクション

マルチ・パーカッショニスト上野信一が、国内外で広 く活躍する若手ソリストたちと、1988年 に結成

したパーカッション・グループ。2005年以来ほぼ毎年コンサートを行ない、2009年には全作品西

村朗作曲作品によるコンサート「西村朗 パーカッションの宇宙」、安倍圭子 との共演、2010年

には全曲ネボーシャ・ジヴコビッチ作曲によるコンサー ト「打楽器魂J、 2011年にはジヴコビッチ

本人をゲストに迎えた「打楽器魂 2011」 が好評を得た。定評のある現代音楽の演奏だけでなく、

ラテンやメンバーのオリジナル作品など幅広いレパートリーを持つ。CDに は、2009年 リリース

の「ヤントラ 西村朗 パーカッションの宇宙」のほか「ウイッシュ」「ケチャJが発売中 (全てムジカ・

ヴィヴァンテ)。「ケチャ」「ヤントラ」はパーカッション専F]誌 “Percus隷、Notes"で高 く評価された。

今 回の出演者

マルチ・パーカッショニスト 上野信一

国立音楽大学首席卒業。フランス国立音楽院連合コンクール最上級課程一位、パリ国際現代音楽コンクール・打楽器部門特別賞な

ど受賞暦多数。ストラスブール・フイルハーモニーオーケストラ打楽器奏者、国立トゥールーズ。キャピトル管弦楽団首席打楽器・

ティンパニ奏者を歴任。ソリストとしてもA.」 ol市 et、 P.Creston、 N.D.Ponte、 W kaftの協奏曲をオーケストラと共演。帰国後

はソリスト、及び「フォニックス・レフレクション」の主宰者として日本の現代音楽の新作初演を積極的に行ない、打楽器音楽の啓蒙、

普及に努めている。2007年 の国際打楽器大会 (PttIC)お よび同欧州パリ大会など、海外での招待演奏も好評を博している。CD
「PSAPPHA(プ サッファ)J「花の世界 (高橋悠治とのデュオ・リサイタルのライブ)」 発売中 (共 にムジカ・ヴィヴァンテ)。 現在、国立音楽大学・

同付属音楽高校非常勤講師。http:/ん爾町.phon破.nowsip

国立音楽大学卒業。在学 中「ソロ室内楽定期演奏会」に出演。 日本打楽器協会

主催 「打楽器新人演奏会」グランプリを受賞。 クランックか らポピュラー、現代

音楽に至 る幅広いジャンルをこな すマルチパーカッシ ョン奏者 として「台北国際

打撃楽節 :打楽器 コンペ ンション」をはじめ とする国内外の演奏会に多数出演。

また、「題名のない音楽会」な どの TV番組や (財 )ヤ マハ音楽振 興会のメディア

にも出演。CD録音、初演 も多数。多岐にわたる音楽シーンで活躍中。教育者 とし

て も定評があ り、近年数多 くの コンクールにおい て上位入賞者 を輩出 している。

岡田知之打楽器合奏団所属。打楽器アンサンブルグループ「Funny Fellぃ
"J主

宰。

洗足学園音楽大学准教授。同大学附属音楽教室、洗足学園小学校オーケス トラ各講

師。洗足学園音楽大学附属打楽器研究所副所長。http://HkukOiShi com/

国立音楽大学卒業。卒業演奏会出演。SKY PerfecTV!主 催スーパー・クラシッ

ク・オーディションアンサンブル部門 1位。マリンバデュオM ARSで 2枚のCDに 、

他にも、SⅣW、 水木一郎、一青窃、久石譲、映画「フラライフ」、等のレコーデイ

ングに参加。バート・バカラック、アンドレア・ボチェッリの日本ツアーに参加。

秋川雅史のバックバンド初代メンバー。2006年 より「ディズニー・オン・クラシッ

ク」に参加。

国立音楽,大学卒業。卒業時に武岡賞受賞。第 2回世界マ リンバ コンクール入選、第

9回日本クラシック音楽コンクール最高位、第 17回 日本打楽器協会新人演奏会グラ

ンプリ等、受賞歴多数ぉ その他、数々のオーデイシ ョンに合格し、コンサー トに出

演する。現在、後進の指導の他、各地でのライブ、コンサー ト、ツアー、レコーディ

ング等精 力 的 に活動 中。マリンバ とパ ーカ ッシ ョンの グル ー プ「Iunullums」

「Pllon破 」「フォーライフJメ ンバー。伊勢原 ミュージックアカデ ミー講師。秦野市

フロンティアブラス打楽器 トレーナー。mi面mumsと してこれまでに、NIIK朝 の連

続テレビ小説 「天花」、NHK土 曜 ドラマ「監査法人J等の様々なレコーデイング

に参加。2012年 1月 、NH【FMの ラジオ番組「土曜日レディJに公開生出演。ア

ルバ ム「minimums」「 YMO vs minimumsJ「 ジ ブ リの森」、DVD「minimums

LIVE～新緑の風～Jは、そのサウンド、アレンジともに好評を博 している。

国立音楽大学卒業。第 14回 日本 クラシツクコンクール全国大会第二位受賞 (位

なし)。 第 11回 JILA音楽 コンクール入賞。フリーの奏者 として、オーケス トラ、

吹奏楽、アンサンブル等のコンサー ト、ツアー、録音に多数参加。打楽器アンサ

ンブルグループ Funtt Fellowsメ ンバー。演奏活動の傍 ら後進の指導にもあた

る。洗足学園小学校オーケス トラアシスタン ト講師。山根サロン音楽教室講師。

賛助出演 横笛 新保有生

東京藝術大学音楽学部邦楽科邦楽囃子専攻卒。在学中に安宅賞音楽賞受賞。篠笛・能

管 を鳳声晴由氏に、打物を堅田喜俊氏に、三味線 を杵屋勝十郎氏に師事。幼少よリピ

アノ・ソルフェージュを邦楽器 と並行 して学び、洋 邦の枠 に捉われない音楽感覚 を

養 う。 また邦楽器 を使 った作曲 も手掛 け、在学中に邦楽器楽曲『海』、邦楽 ミュージ

カル『THE RYOUNЮ KヽU』 を作曲。音楽 を通 しての児童教育に力を入れ、地元の

小学校な どで自作曲を使 っての演奏や楽器体験講座を行 う。古典曲か ら現代曲、バ ン

ドまで、幅広いジャンルで全国を舞台に活動中。現在、 日本音楽集団所属。国立音楽

大学講師補助。草加カルチャースクール講師。アンサンブル室町メンバー。

国立音楽大学打楽器科卒業。同大学ア ドヴァンス ト・ソリス トコース修了。鋤 短ヽ

全 日本クラシック音楽 コンサー ト優秀賞受賞。 日本 クラシックコンクール全国大

会第二位 ∈位なり。2009年 にソロパーカッション・デ ビュー リサイタルを開催。

2010年 4月 に打楽器エンターテイメントグループ「FllncussionJの メンバーとして

TVに出演。クラシックのみならず、ドラムや ラテン楽器な どのポピュラー演奏や、

マーチングにおけるスティックパ フオーマンスな ど多彩なテクニックを持ち合わ

せ、ソロやアンサンブル、吹奏楽、オーケストラ、 ミュージカルなど幅広い分野で

活動中。その他、打楽器アンサ ンブルの作編曲や、後進の指導にも力を入れている。

伊勢原 ミュージックアカデミー打楽器 ドラム講師。http://ameblo jp/mittalog

東京都出身。 12歳よ り打楽器を始める。国立音楽大学附属音楽高校 を経て、国

立音楽大学演奏学科 打楽器専攻 を首席卒業。卒業時に武岡賞受賞。上級ア ドヴァ

ンス ト ソリス トコース修了。同大学卒業演奏会、大学推薦新人演奏会 に出演。

2009・ 安倍圭子マ リンバ・ マスタークラス受講、 ファイナルコンサー トに出演。

2010年 、「安倍圭子マ リンバオーデイシ ョン」に合格、「マ リンバ 安倍圭子の世界 J

コンサー トで安倍圭子 と共演。 これ までに打楽器、およびマ リンバ を上野信一、

神谷百子、福田隆の各氏に師事。

国立音楽大学を首席で卒業。同時に管弦打楽器 ソリス トコース修了。卒業時に矢

田部賞受賞。同大学卒業演奏会に出演。M劇ヽ 主催 「マリンバ 安倍圭子の世界」

にソリス トとして出演。第 16回 KOBE国 際音楽 コンクール打楽器部門最優秀賞

受賞。第 16回 J■A音楽コンクールマリンバ部門第 1位。明治安田クオリテイオブ

ライフ文化財団 より奨学金授与。 これ までに打楽器及びマ リンバ を上野信一、神

谷百子、福田隆、藤本隆文、新田初実の各氏に師事。現在、同大学上級ア ドヴァ

ンス ト・ソリス トコース 1年在籍中。

幼少の頃よリピアノ、エレクトーン等で音楽教育を受け、中学校の吹奏楽部でlJ

楽器を始める。神奈川県立神奈川総合高等学校個性化コース卒業。東京藝術大学

音楽学部器楽科打楽器専攻卒業。在学中にモーニングコンサートのソリス トとし

て藝大フイルハーモニアとマリンバコンチェル トを共演。現在同大学院修士課程

に在籍 し、オーケス トラ、吹奏楽、室内楽、ソロ等様々な分野で活動の場を広げ

つつある。マリンバアンサンブル「quintJ、 ストラヴインスキーの「兵士の物語J

を演奏する為に結成 したアンサンブル「フォルピノJ、 テノール、フルー ト、マ

リンバ、ピアノによるアンサンブル「リースJ所属。

国立オリンピック記念

青少年総合センター

151‐0052 渋谷区代々木神薗町 3‐ 1

小田急線参宮橋駅より徒歩 7分

地下鉄千代田線代々木公園駅より徒歩 10分

小俣由美子 牧野美沙


