梅田 俊明
Toshiaki Umeda (Conductor)
東京に生まれる。５歳よりピアノを始め、井上直幸、新井精氏等に学ぶ。1984 年桐朋学園大学音
楽学部を卒業。86 年同研究科を修了。指揮を小澤征爾、秋山和慶、尾高忠明、コントラバスを小野
崎充、ピアノと室内楽を三善晃の各氏に師事する。83、84 年には来日中のジャン・フルネ氏にも学
んだ。86 年よりウィーン国立音楽大学指揮科に留学、オトマール・スイトナー氏に師事し、研鑚を
積んだ。帰国後、89 年 12 月より 92 年 4 月まで日本センチュリー交響楽団指揮者を務めた。90 年４
月より仙台フィルハーモニー管弦楽団指揮者に就任。92 年４月より 96 年 3 月まで神奈川フィルハー
モニー管弦楽団の指揮者の任も果たした。2000 年 4 月より仙台フィルハーモニー管弦楽団の常任指
揮者に就任。オーケストラの発展に情熱を注ぎ込み、2006 年 3 月までその任を務めた。客演として
は、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、東京都交響楽団、東京交響楽団、新日本フィルハーモニーを
始め、国内主要オーケストラと長年にわたり共演を重ねている。2001 年第 1 回、及び 2004 年第２回
仙台国際コンクール（いずれもヴァイオリン、ピアノの２部門で開催）では、全ての協奏曲を指揮
し、出場者、聴衆、国内外の審査員から絶賛を博した。06 年には大ブームとなったドラマ「のだめ
カンタービレ」に、演奏及び指揮指導で参加し注目を集めた他、レコーディングにも参加。国内だ
けではなく、96 年 1 月には南西ドイツ･フィルハーモニーとスロヴァキア･フィルハーモニーの定期
演奏会に出演、いずれも好評を博した。的確な棒さばきと音楽に対する誠実な姿勢でオーケストラ
からの信頼も厚い。また桐朋学園大学、東京藝術大学非常勤講師として後進の指導にもあたってい
る。
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梅田 俊明 Toshiaki Umeda (Conductor)
84 年桐朋学園大学音楽学部卒業。86 年同研究科修了。指揮を小澤征爾、秋山和慶、尾高忠
明の各氏に師事。83、84 年にはジャン・フルネ氏にも学ぶ。86 年よりウィーン国立音楽大
学指揮科に留学、オトマール・スイトナー氏に師事し研鑚を積んだ。帰国後、日本センチュ
リー、仙台フィル、神奈川フィルの指揮者を歴任。
NHK 響、読売日響、東京都響、東響、日本フィル、新日本フィルを始め、国内主要オーケス
トラと長年にわたり共演を重ねている。2000 年より仙台フィル常任指揮者に就任。オーケ
ストラの発展に情熱を注ぎ込み、06 年 3 月までその任を務めた。06 年には大ブームとなっ
たドラマ「のだめカンタービレ」に演奏及び指揮指導で参加し、注目を集めた。国内だけで
なく 96 年には南西ドイツ・フィル、スロヴァキア・フィルの定期演奏会にも出演しいずれ
も好評を博した。的確な棒さばきと音楽に対する誠実な姿勢でオーケストラからの信頼が厚
い。桐朋学園大学、東京藝術大学非常勤講師。
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梅田 俊明 Toshiaki Umeda (Conductor)
84 年桐朋学園大学音楽学部卒業。86 年同研究科修了。86 年よりｳｨｰﾝ国立音楽大学指揮科に
留学、ｵﾄﾏｰﾙ･ｽｲﾄﾅｰ氏に師事し研鑚を積んだ。帰国後日本ｾﾝﾁｭﾘｰ、仙台ﾌｨﾙ、神奈川ﾌｨﾙの指
揮者を歴任。2000～06 年まで仙台ﾌｨﾙ常任指揮者に就任しｵｰｹｽﾄﾗの発展に情熱を注いだ。N
響、読響、都響、東響、新日ﾌｨﾙを始め国内主要ｵｰｹｽﾄﾗと長年にわたり共演を重ねている。
的確な棒さばきと音楽に対する誠実な姿勢でｵｰｹｽﾄﾗからの信頼も厚い。また桐朋学園大学、
東京藝術大学非常勤講師として後進の指導にもあたっている。
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Toshiaki Umeda (Conductor)
Born in Tokyo in 1961, Toshiaki Umeda began learning piano at the age of five under Naoyuki
Inoue, Yasushi Arai, and others. Completed undergraduate degree at Toho Gakuen School of Music
in 1984, studying conducting under Seiji Ozawa, Kazuyoshi Akiyama, and Tadaaki Odaka,
contrabass under Mitsuru Onozaki, and piano and chamber music under Akira Miyoshi. Studied
under Jean Fournet 1983-84 during Fournet's stay in Japan. Completed graduate studies in the
research department in 1986. Sent on the recommendation of the NHK Symphony Orchestra to study
at the Hochschule für Musik und Darstellelende Kunst in Wien in 1986-87, where he studied under
Otmar Suitner.
Following his return to Japan, Umeda served as conductor for the Century Orchestra of Osaka from
December 1989 to April 1992. Since April 1990, has also been the conductor for the Sendai
Philharmonic, and made his subscription concert debut in September 1992, conducting Bartok's
Concerto for Orchestra. In addition, was conductor of the Kanagawa Philharmonic from April 1992
to March 1996. In April 2000, he took up the post of permanent conductor for the Sendai
Philharmonic Orchestra. He exerted concerted efforts toward its development, and continued in that
post until March 2006. He has performed with such major Japanese orchestras as the NHK
Symphony, the Yomiuri Nippon Symphony, and the Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.
He has serves as guest conductor in joint concerts with the major orchestras of Japan, including the
NHK Symphony Orchestra, the Yomiuri Japan Symphony Orchestra, and the Tokyo Metropolitan
Symphony Orchestra, building deep relationships of trust with them all. At both the 1st and the 2nd
Sendai International Music Competitions, in 2001 and 2004 respectively, he conducted all of the
concertos (in the two sections of violin and piano) and received high praise for his work from the
performers, the audiences, and from judges from both at home and abroad.
In January 1996, Umeda won accolades for conducting subscription concerts of the Sudwestdeutsche
Philharmonie and the Slovak Philharmony. He has obtained the deep trust of all orchestras with
which he has worked for his astute conducting and his stance of fidelity to music, making him one of
the most promising conductors on not just the Japanese but world stage.
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