
春から春へと巡る季節、
その様 な々シーナリー（情景）をあなたに…。
待望のセカンド・アルバム!!

川畑トモアキ『Scenery＜シーナリー＞』
デビュー盤『Bouquet of Blessings』から２年。多くのアコースティック・ギター・ファンの注目を集めつつ、
ソロ活動を続けていた川畑トモアキ待望のセカンド・アルバム『シーナリー』が遂に完成した。
　
2010年春にモリダイラ楽器主催のフィンガーピッキング・ソロ・ギター・コンテスト「Fingerpicking Day 2010」全国大会で
最優秀賞（1位）をはじめ、４部門を受賞。同年10月に『Bouquet of Blessings』でアルバム・デビューした川畑トモアキにとって、
上記コンテストでチャンピオンとなってからのこの２年間は、自らのソロ・ギター音楽を更に深化させ、
ギタリストとして作曲家・アレンジャーとしても自らを進化させようとした道のりだったに違いない。
　
その成果は、例えば2011年、米国カンザス州ウィンフィールドで行われたギター・コンテスト「International Fingerstyle Guitar Championship」において、
初参加にもかかわらず、並み居る強豪を押さえて２位を獲得したことである。世界中のフィンガースタイル・ソロ・ギタリストの登竜門としても知られ、
40年余の歴史あるこのコンテストで実力が認められたことは彼にとって大きな自信になったことだろう。
　
この２年間で大きくスケールアップした川畑トモアキ。ニュー・アルバム『シーナリー』には、
そんな彼の充実ぶりを示す味わい深いオリジナル作品11曲とカヴァー作品2曲が収められている。
オリジナル作品は、春から夏、夏から秋へと移り、冬から春へと再び季節が巡ってゆく、
その四季折々の自然や人の心のうつろいをイメージして作曲されたものだ。
「景色」や「情景」といった意味のシーナリー（Scenery）という言葉がアルバム・タイトルに選ばれた所以である。
　
オリジナル作品は、いずれも印象的なメロディーをもった粒ぞろいの佳曲が並ぶ。中でも東洋的な趣を感じさせる「花鳥風月」や
美しいアルペジオが快い「Flutter」、ケルティック音楽の影響も感じられる「悠久」や「収穫祭」、
心打つ見事なメロディーのスローなナンバー「SAKURA」や「Snow Dance」などは、
彼の代表的な自作曲として今後も末長く演奏され続けるであろう名曲たちである。
　
カヴァー作品2曲も素晴らしい。スタジオジブリの映画『魔女の宅急便』のテーマ曲「海の見える街」は
久石譲のピアノによって生まれた世界感をソロ・ギターに替えてエモーショナルに奏でられている。
しかし、決して過剰な表現になっておらず、終盤の小気味よいトレモロをアクセントに落ち着いたアレンジで、
この作品のメロディの良さを際立たせている。それは、松任谷由実のカヴァー「守ってあげたい」にも顕著で、
ごくさりげないアレンジで軽 と々演奏しているようでありながら、ツボをしっかりと押さえたその好プレイは心憎いほどである。
　
収録作品13曲すべてを聴き終えて浸る余韻。その深く静かな感動に身を委ねる至福の時。本作『シーナリー』を
繰り返しお聴きになって「川畑トモアキのアコースティック・ギター音楽の世界」を心ゆくまでご堪能下さい。
　

─ プー横丁店主 POOH

川畑トモアキ : プロフィール
1983年11月生まれ、奈良県出身。6歳から10歳までピアノを習う。

15歳からギターを始め、弾き語りで曲作りやライブ活動を始める。

音楽専門学校在学時にバンドを結成、全楽曲作詞作曲＆ボーカル＆ギターを務める。

バンド解散後はソロ・ギターに目覚め、クラシック・ギタリストの中川誠氏、ソロ・ギタリストの南澤大介氏に師事する。

2010年、モリダイラ楽器主催のフィンガーピッキング・ソロ・ギターコンテスト全国大会にて最優秀賞（１位）をはじめ、

オーディエンス賞、楽曲賞、オリジナルアレンジ賞など４部門を受賞。

2011年、米国カンザス州ウィンフィールドで行われた「International Fingerstyle Guitar Championship」のギター・コンテストにて第２位を獲得。
現在の日本アコースティック・ソロ・ギター音楽シーンを代表する若手トップのギタリストの１人として、

その実力と優れた作曲センスはすでに高い評価を得ている。

川畑トモアキ『Scenery＜シーナリー＞』
2012.9.12 on Sale! SLCD-3012 ￥2,800（税込）
収録曲 : 1. Dreamer / 2. 海の見える街 / 3. 春風の中で / 4. 花鳥風月 / 5. Early Summer / 6. 悠久 / 
7. 祈り / 8. 収穫祭 / 9. Flutter / 10. Snow Dance / 11. 守ってあげたい / 12. SAKURA / 13. 再会

http://shop.poohyokocho.com/?pid=47617695
http://shop.poohyokocho.com/?pid=47617695


この『Scenery』というアルバムは、前作以上に

選曲、曲順、構成等にもこだわって制作しました。

個々の楽曲を楽しんで頂ける事はもちろん、収録された13曲を、

１つの物語のようにも感じてもらえる作品になったのではないか、

と思っています。聴いて下さった皆さんに、様々なイメージを

描いて頂ける事を心より願っています。 

─ 川畑トモアキ

川畑トモアキは、素晴らしいミュージシャンである。

毎年のように次 と々有望株が登場し、活況を呈している現在の日本アコースティック・

ソロ・ギター音楽シーン。その20代の若手ギタリストたちの中でも、川畑トモアキが

図抜けたテクニックと作曲センスを持っていることに異論を唱える者はいないだろう。

2010年に「Fingerpicking Day」のギター・コンテストで国内チャンピオンとなり、

次いで2011年には米国の権威あるギター・コンテスト「International Fingerstyle 

Guitar Championship（以下IFGCと略）」に初参加し、見事２位を獲得した。不慣れ

な環境での海外のコンテストにおいて「初参加でいきなり２位獲得」というのは、

かなり凄いことである。その事についてもう少し詳しく説明させて頂くために

同コンテストやコンテストを主催する音楽フェス「Walnut Valley Festival」の事も

含めて別ページに記させて頂いたので、興味のある方はご一読頂きたい。

まさに快挙というべきIFGC決勝戦での第２位獲得であるが、国内チャンピオン獲得

や世界第２位に選ばれたという事実に関して、現在の思いを訊ねると「その時点で

僕に与えられた評価として２つ連続の受賞は大変ありがたいことで、選ばれた時は

本当に凄く嬉しかったですが、大切なのはミュージシャンとしてアーティストとして

僕がこれからも更に成長していくことだと思っています」と彼は語った。音楽に

対するプロ・ミュージシャンとしての真摯な姿勢が窺える言葉である。

私見によれば、川畑トモアキには音楽プロデューサーとしての才能もある。ニュー・

アルバム『シーナリー』は彼自身のプロデュースによるものだが、アルバム制作者と

してだけでなく、より広義でのプロデューサー的な資質があると思うのだ。かなり

以前に本作『シーナリー』の内容に関する話をした時、彼は「ニュー・アルバムには

春夏秋冬そして再び春を迎える季節の移ろいを表現したオリジナル作品を収め

たいんです」と自分の考えを示した。

しばらくしてアルバム用に予定している作品をすべて聴かせてもらう機会が

あったのだが、その時に彼はオリジナル作品とカヴァー作品の全13曲を用意して

演奏しただけでなく、その13曲をアルバムに収録した場合の曲順まですでに

決めていた。春から再び春へと移る季節の流れに合わせて作品を並べるので

あれば、その曲想やタイトルから曲の順番もある程度は定まったものになるとは

いえ、カヴァー作品の収まる位置なども含め、よく考え抜かれたものであった。

結果として、全13曲の作品は、その時の彼が決めた曲目の順番通り『シーナリー』

に収録されたのである。

アルバムの録音に入るかなり前に収録作品を全て決定することができたので、その

後の彼は作品の練習に没頭した。その間、彼は普段行っているライヴ活動を殆ど

控えてそのレコーディングだけに神経を集中し、作品の練習に日々励んだのだ。

「素晴らしいアルバムを作りたい」という１つの信念に基づいて、アルバムを完成

させるための周到な準備を怠らず、自らを律してより良い環境作りに努める。その

ストイックさも含めて、すぺては彼自身の冷静な判断のもとに行われているようで

あった。それこそがプロデューサーとしての感覚、その考えの実践といえるだろう。

自身の音楽を創造したり、アーティストとしての存在を外に向かってしっかりと

アピールしていく上で、プロデューサー的な資質が彼に備わっていたからこそ、

初参加にもかかわらず前述のIFGC決勝戦で彼は普段通りの演奏が実現でき、

第２位獲得に至ったのではないかと思えるのである。

また、プロフィールに記されているように、彼はクラシック・ギタリスト中川誠氏に

師事し、教えを請うことをすでに10年余りにわたって続けている。それは、実力も

実績もあるヴォーカリストが今も毎週のようにヴォイス・トレーニングのレッスンに

通う姿と似ているように思う。常にプロの目から見た厳しいチェックやアドヴァイス

を受け、好評価を得続けるだけの実力を維持しつつ、更なるステップアップを

図る。ミュージシャンとして成長すべく自らのテクニックやセンスに磨きをかける。

そういった環境を維持していることは、彼の大きな強みだ。

演奏テクニックやオリジナル作品における曲作りの上手さ、カヴァー作品のアレンジ

におけるセンスの良さについては今さら言うまでもないことだろう。本作に収録

された各曲を味わいつつ、この２年間の彼の成長ぶりを感じて頂きたい。

1983年生まれというから、川畑トモアキは来年30歳になる。20代の終わりにこの

素晴らしいニュー・アルバム『シーナリー』を完成し、発表し得たことの意味や

意義は、今後も続くアーティストとしての彼の音楽活動の中で更に深まり、明確に

なっていくことだろう。

素晴らしいソロ・ギタリスト、川畑トモアキから目が離せない。

プー横丁店主 POOH

「川畑トモアキ」 ─ この類い稀なるソロ・ギタリスト。

本CDは『プー横丁』の通販、または店頭でお買い求めいただけます。お問い合わせ、ご不明な点など、ご遠慮なくご連絡ください。
Tel.075-231- 3835 / Fax.075-212-6064 / メール： info@poohyokocho.com / 営業時間： 11:00 ～ 19:00（日/祝日定休） / ホームぺージ： http://shop.poohyokocho.com / 住所： 京都市中京区亀屋町 307-1-501

http://www.h2.dion.ne.jp/~slice/pooh/KawabataWinfield/
http://shop.poohyokocho.com/?pid=47617695
mailto:info@poohyokocho.com
http://shop.poohyokocho.com


各CDは『プー横丁』の通販、店頭でお買い求めいただけます。お問い合わせ、ご不明な点など、ご遠慮なくご連絡ください。

Tel075-231- 3835 / Fax.075-212-6064 / メール： info@poohyokocho.com / 営業時間： 11:00～19:00（日/祝日定休） / 

ホームぺージ： http://shop.poohyokocho.com / 住所： 京都市中京区亀屋町 307-1-501

These CDs are available through POOH YOKOCHO.

Please feel free to contact them for placing an order or for more information.

E-mail: info@poohyokocho.com

Website: http://shop.poohyokocho.com

Address: P.O. Box 61, Nakagyo, Kyoto 604-0941, Japan

キーラン・マーフィー / ありのままに
SLCD-3001　￥2,940

押尾コータローが絶賛し、トミー・エマニュエルが
惚れ込んだ若きギター・ヒーロー、キーラン・マー
フィーの初のフル・アルバム。スロー・バラードから
パッションあふれる楽曲まで、キーラン・マーフィー
の世界を堪能できる1枚。

エリック・モングレイン / フェイツ
SLCD-3002　￥2,730

ヘッジスの奏法を発展させたラップ・タッピング
奏法によるギター・スタイルで話題のエリック・
モングレインのデビュー盤。収録された全10曲
は、それぞれが異なった表情と色彩を放っている
素晴らしいアコースティック・ギター・アルバム。

トレース・バンディ / ミサイル・ベル
SLCD-3003 　￥3,800 【DVD+CD】

米国コロラド州より現れたアコースティック忍者、
トレース・バンディのライヴDVD とライヴCDの
2枚組。両手タッピングや複数のカポタストを
使用した独特の奏法で魅せるユニークで独創性
の高いライヴ・パフォーマンスは必見。

ボブ・エヴァンス / フォー・オン・シックス
SLCD-3004 　￥2,940

全米フィンガースタイル・ギター・チャンピオンに
輝いた実績のあるカナダの実力派ギタリスト、
ボブ・エヴァンスが全世界のビートルズ・ファンに
贈るアコースティック・ギター・ソロによる珠玉の
ビートルズ作品集。

ジョー・ロビンスン / バードシード
SLCD-3005　￥2,625

「誰もが聴くべきグッド・ミュージックの担い手。
まさに逸材だ」とトミー・エマニュエルが大絶賛
する若きギタリスト、ジョー・ロビンスンの才能
溢れるデビュー・アルバム。録音時15歳だったと
は思えぬ優れた演奏とオリジナル作品の数々。

ベン・ラップス / ニュー・カラー
SLCD-3006　￥2,625

ジャスティン・キングを通じてマイケル・ヘッジスの
ギター・スタイルを知り、アコースティック・ギター
音楽の奥深く豊かな世界に魅せられたベン・
ラップスが14歳の時に作り上げたソロ・ギター・
インスト・アルバム!!

ジャスティン・キング / 丘からの眺め
SLCD-3007　￥2,940

マイケル・マンリング等とのコラボレーションによる
『I-XII』に、廃盤になった既発アルバムに収録
されたアコースティック・ソロ・ギターを中心にした
インスト作品7曲と未発表の新曲1曲をボーナス・
トラックとして追加した全20曲収録。

チョン・スンハ / パーフェクト・ブルー
SLCD-3008　￥2,625

韓国出身の天才ソロ・ギタリスト、チョンスンハ衝撃
のデビュー・アルバム。「ジャンルを超えた名曲の
数 を々ギター１本だけで、ここまで聴かせるなんて! 
そのテクニックに脱帽。」 ─ 押尾コータロー
※『パーフェクト・ブルー』国内盤CD帯コメントより

住出勝則 / Believe in Me
SLCD-3009　￥3,000

日本を代表するアコースティック・ギタリスト、住出
勝則の「ありったけ」を注いだアルバム、その想い
がビンビンと伝わる2011年の最強傑作。
15篇の短篇小説のような作品群が心にしみる。
耳を傾けるうちにその物語の中に引き込れてゆく
至福の時をたっぷりと。

チョン・スンハ / アイロニー
SLCD-3010　￥2,940

15歳になったチョン・スンハがソロ・ギターで奏でる
心優しいメッセージ。もしも、私が孤島にたった3枚
のCDを持って１年間行かなければならないとした
ら、このCDは間違いなくその１枚になるだろう。
─ ウーリ・ブーガースハウセン（本作『アイロニー』
のプロデューサー）

住出勝則 / HALF & HALF
SLCD-3011　￥2,625

しっとりとしたバラード作品と切れ味するどい
アップテンポの作品がちょうど「半分半分 ─ 
Half & Half」に入った全14曲。「こんなアルバム
が欲しかった」住出ファンの長年の思いが叶った
大傑作。まさにアコースティック・ソロ・ギター・
ファン垂涎のアルバム。

伍々 慧 / MELODY
SLCD-1016　￥1,500

アコースティック・ギター・コンテスト「フィンガー
ピッキング・デイ2004」全国大会で、最優秀賞
および楽曲賞、オーディエンス賞、アコースティック・
ギター・マガジン賞など主要4 部門を獲得した
当時16 歳の伍々慧（ごご・さとし）が、翌2005年
に発表した記念すべきデビュー盤。

スライス・オブ・ライフ
販売元：

株式会社プー横丁
京都市中京区亀屋町 307-1-501 / Tel075-231- 3835

mailto:info@poohyokocho.com
mailto:info@poohyokocho.com
http://shop.poohyokocho.com
http://shop.poohyokocho.com
http://www.h2.dion.ne.jp/~slice/pooh/
http://shop.poohyokocho.com/?pid=14455121
http://shop.poohyokocho.com/?pid=14455195
http://shop.poohyokocho.com/?pid=14455335
http://shop.poohyokocho.com/?pid=14455368
http://shop.poohyokocho.com/?pid=14113840
http://shop.poohyokocho.com/?pid=15703215
http://shop.poohyokocho.com/?pid=16680925
http://shop.poohyokocho.com/?pid=21613394
http://shop.poohyokocho.com/?pid=25420528
http://shop.poohyokocho.com/?pid=35278244
http://shop.poohyokocho.com/?pid=39088656
http://shop.poohyokocho.com/?pid=14440662

	TK_scenery_notes元
	TK_scenery_notes_P3



