キム・ハン
Han Kim (Clarinet)
11 歳で開いたデビューリサイタルで「才能あふれる若きクラリネット奏者、彼の呼吸その
ものが楽器の一部のようだ」と激賞されたキム ハンは、天性の音楽性と秀でた技術を備え
ている。
これまでに、日本国際クラリネットフェスティバル、生駒音楽祭、東京アジアクラリネット
音楽祭、ドイツ オストフライスランド音楽祭、英国 ヘミヘルプ チャリティコンサート、
ソウルの春 室内楽フェスティバル、ソウル国際国際音楽祭、グレートマウンテン国際音楽
祭、シティ オブ ロンドン音楽祭などに数多く登場してきた。
ソリストとしてもオーケストラとの共演に加え、上海カルテット、ベネヴィッツ弦楽四重奏
団、アルト ノラス、パク ジョンハ、バク ジュヨンと共演。レパートリーは古典からジャ
ズまで幅広い。
最近では、リュウ ジアジュン作曲のクラリネットソナタの初演を、ピアノのイリヤ ラシュ
コフスキーとともに手がけた。
韓国の人気アンサンブルグループ DITTO のメンバーとしても活躍しており、Youtube のビ
デオクリップは 300 万回という記録に達している。
イギリス イートンカレッジを卒業、ギルドホール音楽院奨学生として研鑽を積んだ。

（2016 年現在）

＊プロフィールの一部を使用する場合、日数が経過している場合は、ジャパン・アーツの校正チェックを
お受け頂きますようお願い申し上げます。
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Han Kim (Clarinet)
“This gifted young clarinestis even makes his breath a part of his instrument ”
(Cho Sun Daily Newspaper), from his debut recital at the age of 11, he has been
being spotlighted as one of the most promising clarinetist. Praised for his natural
musicality and technique, he took part in numerous music festivals all over the world;
Japan International Clarinet Festival, Japan Ikoma Music Festival, Tokyo Asian
Clarinet Festival, German Ostfriesland Music Festival, England Hemihelp Charity
Concert, Seoul Spring Chamber Festival, Seoul International Music Festival, Great
Mountain International Festival and City of London Festival among others.
Han appeared as a concerto soloist with a number of orchestras and collaborated with
the Shanghai String Quartet and Bennewitz Quartet, Arto Noras, Jong-Hwa Park,
Ju-Young Baek.
Han has also wide range of repertoire from classical music to jazz. Curently, he
premiered Jeajoon Ryu's Sonata per clarinetto e pianoforte with the pianist Ilya
Rashkovskiy. As a chamber musician, he is not only the youngest member of Kumho
Asiana Soloists and Ensemble DITTO. The video clips of his performance on Youtube
have been watched over 3,000,000 viewers and have highly acclaiming commets.
Han graduated Eton College, United Kingdom on a Music scholarship under the
tutelage of Andrew Webster. Recently, he studies at the Guildhall School of Music
and Drama as a scholarship holder.

（April 2016）

2015/16 season only. Please contact Japan Arts if you wish to edit this biography.
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