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  B.O.M.Newsletter #389web
2013 年 3 月 12 日

　先週末は気象台はじまって以来、最速の夏日を観測し
たそうですが、やはりまだ３月、急に冷え込んだりしま
す。それでも陽光は、跳ね回るような春の喜びを感じさ
せてもくれます。昨日は東北大震災から２年、つらい思
い出もあるでしょうが、自然は季節を運び、時は過ぎて
いきます。そんな中、繰り返してはいけないこと、忘れ
てはいけないことがあると思います。ブルーグラス音楽
がこれまで 200 年近く生きつづけたように、しっかりと
足もとを見て、生活したいものです。

◆創刊 30 周年を迎えている月刊ムーンシャイナー、今
月は４月に久々の来日、大阪 (4/14)、京都 (17)、名古屋 (18)、
浜松 (19)、横須賀 (20)、東京 (21) でワークショップやコ
ンサートをするビル・キースをカバーストーリーに、フ
ルアルバム『Sailing Home』を発表し今月には全米ツアー
をする女性トリオ、パイレーツ・カヌー、ハンク・ウィ
リアムズのセイクレッドソング解説、2012 年年発表レ
コード総括、菅沼工房５弦フィドル製作記②、学生ブルー
グラス断簡その壱「松本捺美（神大）と小形奈緒子（東
北大）」などの特集ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!
　月刊ムーンシャイナー定期購読は１年間（12 冊）
¥6,000- 半年間（６冊）¥3,300-。単冊は ¥525- ですが、
ぜひとも定期購読をお願いします。購読開始希望月をお
知らせください、早速お送りします !!
　またムーンシャイナー情報提供、そしてご自由なテー
マでのご寄稿など……、なにとぞご協力を、よろしくお
願いします！

■全国イベント・カレンダー
　以下、ムーンシャイナー誌に寄せられたイベントです

（バンドのライブ等はムーンシャイナー誌にて）。今年も、
われわれの標語は、「Buy Studio Releases! ...and Go to 
Live Shows!!」。ムーンシャイナー誌への情報は、発行月

の前月 10 日まで。
◆３月 16 日（土）奈良「第８回奈良ブルーグラスナイト」
橿原、musicCafeAnges(0744-35-4018)。参加バンド募集中。
◆「アールの日」一周忌アール追悼バンジョー会
　村片和彦と渡辺三郎とともに、ブルーグラスの本質に
至る話題をノー天気に、ワイワイしゃべって、ガヤガヤ
弾いて、１日どっぷり「アールの日」
３月 24 日（日）大阪、大阪府立 江之子島文化芸術創
造センター /enoco(06-6441-8050)。午後２時～６時、
¥2,000-（学生 ¥500- 高校生以下無料）
３月 29 日（金）名古屋、リトルビレッジ（052-732-7210）。
午後７時～ 10 時。¥2500-（学生 ¥500-）
３月 31 日（日）東京、ロッキートップ (03-3571-1955、通
常営業なし )。午後２時～５時、¥3000-（学生 ¥1000-）
総合（問）渡辺三郎 fiddleandbanjo@nifty.com
◆３月 30 日（土）東京「ササキジンのブルーグラストー
ク」小平市中央公民館。午後１時～午後４時 30 分、ゲ
ストに渡辺三郎と村片和彦の「アールの日」。（問）佐々
木仁 090-3917-3672
◆ジム・クエスキン＆ジェフ・マルダー
４月 14 日（日）金沢、もっきりや 076-231-0096
４月 16 日（火）京都、磔磔 075-351-1321。19 時
４月 18 日（木）名古屋、TOKUZO(052-733-3709)
４月 19 日（金）横浜、サムズアップ 045-314-8705
４月 21 日（日）札幌ペニーレーン 24(011-644-1911)
総合（問）トムスキャビン 03-5292-5551
◆ビル・キース・ワークショップ＆コンサート
４月 14 日（日）、大阪、アートエリア B-1（京阪電車
なにわ橋駅構内）。14:00-16:00 ビル・キース／有田純弘
／渡辺三郎ワークショップ＆交流会（参加費 ¥5,000-）、
17:00-18:00 トークコンサート（無料）
４月 16 日（火）京都、ギャラリーベガ (075-203-0109、
京都市左京区鹿ヶ谷 )。ビルを囲むパーティ
４月 17 日（水）京都、ギャラリーベガ（同上）。北村 
謙とワークショップ（問）vega@officeken.net
４月 18 日（木）名古屋、㈱ホスコ (052-796-1588) 音楽教
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室にて。午後６時開場７時開演、¥3000（学生 ¥1500）（問）
ホスコ 052-796-1588 info@hosco.co.jp
４月19日（金）静岡、浜松楽器博物館(053-451-1128)。ビル・
キース／有田純弘／渡辺三郎コンサート
４月 20 日（土）横須賀、ヤンガーザンイエスタデイ「バ
ンジョー祭りチャンピオン大会」、下記参照
４月 21 日（日）東京、ロッキートップ (03-3571-1955、
通常営業なし )。14:00-17:00 ビル・キース／有田純弘／
渡辺三郎ワークショップと交流会にトークコンサートな
ど。参加費 ¥6,000-
総合（問）渡辺三郎 fiddleandbanjo@nifty.com
◆４月 14 日（日）兵庫「第 12 回フォートワース・ジャ
ンボリー」西宮、アミティ・ホール。14 時、前 ¥3500-
当 ¥4000-。（問）フォートワース 0798-39-1923
◆４月 17 日（水）大阪「祝アナザードリーム 18 周年ス
ペシャル大阪ブルーグラス・ナイト」千日前アナザード
リーム 06-6211-5759。豪華ゲスト
◆４月 20 日（土）神奈川「横濱バンジョー祭り 10 周年
特別企画～Japan Banjo Session with Bill Keith」横須賀、
ヤンガーザンイエスタデー。前 ¥3500- 当 ¥4000-。今年
で 10 回目を迎える横濱バンジョー祭りチャンピオン大
会。ビル・キースをゲストに迎えて、有田純弘、原さとし、
Jeffray Yamada、桑原達也、小林一成、福田淳一郎、吉
原聡ほか。（問 ) 原さとし hara_banjo@yahoo.co.jp、090-
9143-6991
◆４月 20 ～ 21 日（土、日）奈良「ディープサウス・ピッ
キンパーティ 2013」桜井、あるぽーる。（問）http://
www.mahoroba.ne.jp/~js3ohh/deepsouth11.html

 今月の BOM 特選作品トップ 5
（B.O.M. スタッフ一押し話題作ダイジェスト）

FBR-1003  KENNY AND AMANDA SMITH 
『Catch Me If I Try』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　超絶フラットピッキン、ケニー・スミスと妻のアマン
ダに若手注目のコリー・プラット (m) が創る極上アンサ
ンブルにロン・スチュアート (bj) を迎えた待望の最新作。
女性ボーカルに絡まる考え抜かれた繊細なリズムギター
が創るアンサンブルの粋が味わえる極上ブルーグラス。

RUR-1094 V.A.『MACC Life Goes On』CD ２
枚組 ¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　小児ガンと闘う子供たちを援助するボランティア・
フェス「ブルーグラス・クラシック」ライブ、本作は
2006 年発表の第一作につづく、小児ガン寄付の最新ラ
イブ２枚組である。現在、南部系ブルーグラスの第一線
で活躍する 139 アーティストによる全 39 曲は、2006 年

から 2011 年までに録音されたものから選ばれたもので、
現在のブルーグラス壮観 ...!!

OMN-101305 BUCK OWENS『Honky Tonk 
Man:Buck Sings Country Classics』CD¥2,730-

（本体 ¥2,600-）
　1960 年代、カリフォルニアのベイカーズフィールド
を拠点に新時代のカントリーサウンドを立ち上げ、ビー
トルズにも大きな影響を与えたバック・オウエンズ
(1929-2006) が生前、人気 TV 番組シリーズ『ヒーホー (Hee 
Haw)』(1969-1992) のために録音していた未発表カント
リースタンダード 18 曲集。

RG-4000098 JOHN HARTFORD『Aereo-Plain/
Morning Bugle: The Complete Warner Bros. 
Recordings』CD ２枚組 ¥3,780-（本体 ¥3,600-）
　「ニューグラス」というあたらしいジャンルの引き金
となったブルーグラス史に残る 1971 年と 72 年の大名盤
がついに米国盤として発売、抜群の音質、しかも８曲の
未発表曲入り！　ブルーグラスのみならず、アメリカン・
ミュージックを愛する人必携、超お勧めです。

RCSI -1081 RUSSELL MOORE & I I IRD 
TYME OUT『Timeless Hits From the Past 
Bluegrassed』CD¥2,888-( 本体 ¥2,750-)
　先月緊急入荷したラッセル・ムーア＆サードタイム・
アウトの１月発表の最新作（米店頭販売のみ）が現在、
ビルボード・ブルーグラスチャート１位を３週連続で記
録中。「カントリーロード」や「オンリーユー」など、
これは楽しいスタンダードヒット曲のブルーグラスカ
バー集！

 今月の注目作品
（新入荷を中心に、話題作品のダイジェストです。詳細
説明はそれぞれのコーナーへ……!!）

LOR-580 KATHY KALLICK『Time』CD¥2,573-
( 本体 ¥2,450-) 
　女性ブルーグラスの大ベテラン、サンフランシスコを
本拠に母親と妻という本職を全うしながらセンスのいい
ブルーグラスを創りつづけるキャシー・キャリックのす
ばらしい最新作。宝塚フェスによく来ていた日系フィド
ラーのアニーがすばらしい成長振りを聴かせてくれる。
ブルーグラス新入荷参照。

PC-1183 ALAN BIBEY & WAYNE BENSON
『Mandolin Chronicles』CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-) 
　マンドリンのスーパーピッカーふたり、アラン・バイ
ビーとウェイン・ベンソンが弾きまくるツイン・マンド
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リン快感アルバム。バックにはロン・スチュワート (bj,f)
とワイアット・ライス (g)、ハロルド・ニクソン (bs)。イ
ンスト新入荷参照。

BCR-035 FELLER & HILL『and the Bluegrass 
Buckaroos』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　ブルーグラスとカントリー、どちらの本物ファンにも
強力おすすめ！　フェラー＆ヒルとブルーグラス・バッ
カールーズのデビュー作。ナッシュビルという地の利を
活かして、この街に集まる音楽オタク、異様にマニアッ
クでディープな南部田舎を掘り下げ、デルモアからバッ
ク・オウエンズ、ドン・ギブソンにカール・ストーリー
……、すばらしいデュオが快感の大秀作 !!　ブルーグラ
ス新入荷参照。

REB-1851 JUNIOR SISK & RAMBLERS 
CHOICE『The Story of the Day That I Died』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　昨年の IBMA 最優秀アルバムとソングをダブル受賞、
現在もっとも安定したトラッドグラス、ジュニア・シス
ク＆ランブラーズチョイス最新作。"Jesse James"を「Key 
of B」のバンジョーインストにしてしまう心意気がいい
ぞ。ブルーグラス新入荷参照。

RCSI-1085 AARON RAMSEY『Gathering』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　またまた登場！メチャ活きのいいマンドリン若手、
アーロン・ラムジー。トニー・ライスを迎えた "One 
Tear" や "Fare Thee Well" ほかに、ロン・ブロックやティ
ム・クロウチ or ステュアート・ダンカン、ランディ・コー
アズ、ティム・スタッフォード……凄いに決まっている。
ブルーグラス新入荷参照。

ROU-9122 STEELDRIVERS『Hammer Down』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　「ブルーグラスとソウル／ビル・モンローとロバート・
ジョンソンの出会い」などと形容されるスティールドラ
イバーズ最新第三作。リチャード・ベイリー (bj)、マイク・
フレミング (bs)、タミー・ロジャーズ (f) のオリジナルメ
ンバーから今作ではゲイリー・ニコルズ (g) とブレント・
トリット (m) が新加入、見事なアンサンブルで新世界を
創っている。ブルーグラス新入荷参照。

BGA -1201 DETOUR『A Be t t e r P l a c e』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　ミッシー・アームストロングのクリアーな女性ボーカ
ルを中心に、無名だが 30 年選手のベテラン揃いがシュ
アで趣味の良いバックをつける、とくにリードギターの
趣味が美しい、ミシガン州のとても聴き易いブルーグラ
ス。ブルーグラス新入荷参照。

JSRS-13 JOHNNY STAATS & DELIVERY 
BOYS『Time Moves On』CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-) 
　2000 年頃、米国メディアで大きく取り上げられたマン
ドリン奏者ジョニー・スターツのインスト４曲含む最新
作。イケイケのニューグラス志向で 2000 年に話題になっ
た『Wires & Wood』以来の紹介。ブルーグラス新入荷
参照。

M F R -120313  S P I N N E Y B R O T H E R S
『Memories』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　ムーンシャイナー誌３月号全米ブルーグラスチャート
で本作タイトル曲が１位、アルバムが３位をヒットした
カナダのスピニー・ブラザーズ。ストレートなトラッド
グラスにブラザーデュオ、今やアメリカ南部よりも北部
や西海岸で伝承されるという感もあるすばらしい作品。
ブルーグラス新入荷参照。

DS-012 BYRON BERLINE『Jammin' with 
Byron』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　2010 年のウエストコースト・ブルーグラス・ヒット曲
集『Runaway』（ギターが楽しいよ !!）や 2011 年のビル・
モンロー追悼集『Thanks Bill Monroe』につづいて発表
されたバイロン・バーラインの最新作。有名フィドル・
チューン全 22 曲を弾きまくる。インスト新入荷参照。

RCSI-1086 JIM HURST『Intrepid』CD¥2,573-
( 本体 ¥2,450-) 
　IBMA 最優秀ギタリストも受賞しているジム・ハース
トの最新作は、そのすばらしいギターとソロボーカルだ
けのシンプルな作品。ボーカルものですが、インスト新
入荷を参照ください。

PCP-12001 CARL JACKSON『Grace Notes』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　ソングライターとして成功したカール・ジャクソン、
1970 年代に発表した歴史的バンジョーアルバムにつづく
インスト作品はギター集。楽器店を経営していた両親の
望みだったという「ギターコレクション」アルバムは 12
本の愛情のこもったギターを、一本ずつ解説しながら弾
く。インスト新入荷参照。

COMP-4598 HEIDI TALBOT『Angels Without 
Wings』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
　アイルランド生まれの、妖精のようなボーカルを聴か
せるハイジ・タルボットの最新作は、ティム・オブライ
エンやジェリー・ダグラス、マーク・ノップラーらをゲ
ストに、アイリッシュ特有の透明感のある無垢なボーカ
ルを聴かせる。オールドタイム／フォーク新入荷参照。

HS-1006 O'BRIEN PARTY OF 7『Reincarnation; 
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Nashville Skyline Rag/I'm Walkin' 他全 23 曲
　1975 年夏、来日した J.D. クロウとニューサウスのラ
イブ CD ２枚組自費制作限定盤。当時アメリカではほと
んどツアーをしなかったメンバーを擁したこのバンドこ
そ、そののちのブルーグラスのマイルストーン（道標）
となる超強力版。つまり、当時の日本のブルーグラス・
ファンのみがこの伝説のバンドを味わい尽くしたといっ
てもいい。トニー・ライス (23 歳 )、リッキー・スキャッ
グス (20)、ジェリー・ダグラス (18)、ボビー・スローン (39)
と J.D.(37) の５人組。彼らが日本で LP で残したあの幻
の名盤が CD 化の、すごいお宝 CD です。J.D. の日本ツ
アーの話やこのアルバムの裏話など、28 頁のブックレッ
トもお値打ち。来日から 30 年後のムーンシャイナー誌
2005 年８月号 (¥525-、残部些少 !) で特集がある。

RCSI-1074D J.D.CROWE & NEW SOUTH 『Live 
from The Festival of Bluegrass & The Studio of 
KET』(2 時間 )DVD¥2,888-( 本体 ¥2,750-)
　そんな伝説の 1975 年の J.D. クロウ＆ニューサウス、
トニー、リッキー、ジェリーらを擁したとき、唯一残
る 30 分テレビ番組映像、フラット＆スクラッグス由来
のブルーグラス継承者としての存在の大きさに圧倒され
る７曲（Rock, Salt and Nails/Old Home Place/9 Pound 
Hammer/10 Degrees and Getting Colder/Beaumont 
Rag/Sin City/Train 45）に、1999 年のケンタッキー州
レキシントン郊外で開かれた「フェスティバル・オブ・
ブルーグラス」（かつて日本からもツアーで行きました）
から約１時間（J.D. のインタビュー含む）のライブ付き。
メンバーはリック・ワッソン (g)、ドワイト・マッコー
ル (m)、フィル・レッドベター (d)、カート・チャップマ
ン (bs)。日本ファンのために限定数量を特別製作してく
れたノンリージョンコード版です。

RC-126 渡 辺 敏 雄『The Fiction Twins』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　1930 年代に大ブームを巻き起こしたマンドリン／ギ
ターのブラザーデュオを再現した B.O.M. 社長の力作。
なんと！米国の老舗カウンティセールスが絶賛、米国市
場進出する秀作。RCA リボンマイクやアンプなど、ビ
ンテージサウンドを再現する宝塚のレッド・クレイ・ス
タジオで録音。あなたも録音いかが？　ムーンシャイ
ナー 2013 年２月号特集。

ARH-9063 BLUE SKY BOYS『Presenting The 
Blue Sky Boys』CD ¥2,079-( 本体 ¥1,980-)
　ブルー・スカイ・ボーイズが 1966 年、メジャーの
キャピトルから発表した驚きのオールドタイム・デュ
オ・アルバムの初 CD 化である。ビル (1917-2008) とアー

The Songs of Roger Miller』CD¥2,573-( 本体
¥2,450-)
　ティムとモーリーのオブライエン兄妹とその子供たち
らによる楽しいロジャー・ミラー曲集。カントリー新入
荷参照。

WB-533994 ASHLEY MONROE『Like A Rose』
¥2,363-( 本体 ¥2,250-)
　エミルー・ハリスとクレア・リンチが混ざったフォノ
ジェニックでキュートな女声ボーカル、イーストテネ
シー生まれの 26 歳、アシュリー・モンローによる最新
アコースティック・カントリーはビンス・ギルのプロ
デュース。カントリー新入荷参照。

SHBT-014 LYNN ANDERSON『Cowgir l』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　ローズ・ガーデンの大ヒットで日本でも人気の高い、
女性カントリーの大御所リン・アンダーソンがタイトル
通りカウボーイ・ミュージックに本格的に取り組んだ
2006 年の作品。'08 年ウェスタン・ヘリテージ・アワー
ド受賞。カントリー新入荷参照。

NONE534285 EMMYLOU HARRIS & RODNEY 
CROWELL『Old Yellow Moon』CD¥2,573-( 本
体 ¥2,450-) 
　エミルー・ハリスの 27 枚目、最新スタジオ作品はス
トレートカントリー作品。もう 40 年近くも前、実質上
のデビュー盤『Pieces in the Sky』(1975) の１曲目に抜
擢した新人ソングライターで、そののちバンドにも雇い
入れたロドニー・クロウェルとの初デュオアルバムが、
75年当時と同じブライアン・エイハンのプロデュースで。
カントリー新入荷参照。

OMN-101299 DON RICH『Sings George 
Jones』CD¥2,730-（本体 ¥2,600-）
　バック・オウエンズのバッカルーズを支えたドン・リッ
チ (1941-1974)、32 歳で早世したドナルド・ユージン・ウー
リッチの未発表ソロアルバムが発見。ベイカーズフィー
ルド・サウンドによるジョージ・ジョーンズ集。カント
リー発掘新入荷参照。

 2012 年度・話題作のダイジェスト
（ムーンシャイナー誌３月号特集「2012 年発表レコード
総括」もご参照下さい）

RCSI-1055 J .D.CROWE & NEW SOUTH
『Holiday In Japan』CD ２枚組 ¥4,725-(¥4,500-
)
East Virginia Blues/Why Don't You Tell Me So/Banks 
of the Ohio/You Don't Know My Mind/Freeborn Man/
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ル (1919-1998) のボリック兄弟、1936 年の初録音 "Sunny 
Side of Life" はまだ 18 歳と 16 歳のとき。アパラチアの
霧に包まれた深山の趣とでも言うか、そのボーカル、ハー
モニー、そしてマンドリンフレーズの、隅々にまで気配
りの効いたゆったり悠久サウンド。本作は、1960 年代
のフォークリバイバルを背景にカムバックした彼ら、オ
リジナルのままのサウンドで、アパラチアに伝わる伝承
曲の美しさを表現する大名品。なお本作は 1976 年に米
国伝承音楽の研究機関「ジョン・エドワーズ記念財団
(JEMF)」から LP として再発、そのときに歌詞を含む
30 頁の超すばらしい冊子が発行されており、本 CD には
それが PDF データで収められている。プリントアウト
版をご希望の方はお申し出下さい、実費にて。

KOCH-7929 FLATT & SCRUGGS『at Carnegie 
Hall』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　昨年 12 月でちょうど 50 年前、この歴史的なライブ盤
がベストセラーとなっている。1962 年 12 月８日、カー
ネギーホールで収録され 1963 年８月に発売されたこの
名盤に隠されたストーリーは、ムーンシャイナー 12 月
号と１月号で紹介され大ヒット。とにかくこの名盤、あ
のオリジナル LP に収められていたのは 13 曲、ところ
が 1998 年に CD 化された本作には、なーんと全 32 曲、
収録時間 77 分。1960 年代、信じられない完成度を誇っ
たフラット＆スクラッグスを、何度も何度も、じっく
りと味わってみませんか？　ヨーク聴くと、「１曲目の
"Salty Dog Blues" に、カーネギーホールが震えたのが分
かるはずだ」と当夜、ホールに居合わせた人の証言だ。

 ブルーグラス新入荷
RCSI-1085 AARON RAMSEY『Gathering』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Streets of Abilene/No Ones Found Her Yet/One Tear/
Fare Thee Well/John Henry Blues 他全 12 曲
　メインストリームのブルーグラスでもっともアグレッ
シブなバンドのひとつ、マウンテン・ハートの若きマン
ドリニスト、アーロン・ラムジー。「これはわたしの、
精神的な意味での『Cold on the Shoulder』アルバムです」
という、2006 年のデビュー作につづく最新ソロ第二作。
10 歳のとき、父のベースを手にリッキー・スキャッグス
の "Kentucky Thunder" に合わせて弾いて見せ「ダッド、
これでいいの？」と聞かれたときの驚きをホームページ
でつづる父、マイケル・ラムジーの嬉しそうなこと。１
曲 "The Souls of Pioneers" ではフィドル以外の全ての楽
器を見事に弾きこなす、体中がブルーグラスでできたよ
うな 30 歳、あきれるばかりのマンドリンテクはもちろ

ん、自身のバリトンボイスで、父の書いた曲を中心にす
ばらしいブルーグラス作品に仕上げている。トニー・ラ
イスが、「次々と凄いミュージシャンが現れるが多くの
場合、ソウルや個性が足らない。（中略）20～30年に一度、
アーロンのような奴が現れるんだ」とまで言う。そんな
自らのアイドルでもあるトニーに敬意を表して、バリー・
アバーナシーをリードボーカルに迎えたオズボーンズの
"One Tear" での見事なブルーグラス・アルバム・バン
ドぶりとパットン・ウェイジズのメチャすばらしい 21
世紀型スリーフィンガーロール、そしてリッキー・ワッ
ソンを迎えたディランの "Fare Thee Well" ではニュー
サウスを、トニーのギター（全４曲）とともに聴かせる。
トニーのほか、ロン・ブロックやティム・クロウチ or
ステュアート・ダンカン、ランディ・コーアズ、ティム・
スタッフォードらにマウンテンハート……現在ブルーグ
ラス界で最も充実する凄いピッカーたち。お勧めの現代
ブルーグラスです。

ROU-9122 STEELDRIVERS『Hammer Down』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Shallow Grave/How Long Have I Been Your Fool/When 
You Don't Come Home/Burnin' the Woodshed Down/
Cry No Mississippi/When I'm Gone 他全 10 曲
　ハイロンサムとトワンギーなリフをミックス、「ビル・
モンローとロバート・ジョンソンの出会い」などという
キャッチで知られるスティールドライバーズ、最新第三
作にしてソウルフルなサザンロック・ボイスがブルー
グラスにうまく溶け込むアンサンブルをモノにしてい
る。クラスタープラッカーズで知られるリチャード・ベ
イリー (bj)、マイク・フレミング (bs)、のちにアリソン・
クラウスのユニオンステーションに移行したアダム・ス
テッフィやティム・スタッフォードとのダスティミラー
出身のタミー・ロジャーズ (f) といった、ナッシュビル
の酸いも甘いも知るベテランたちオリジナルメンバー
に、本作からアラバマ州マスクル・ショールズのシンガー
／ソングライターで 30 歳のゲイリー・ニコルズ (g) と
クラスタープラッカーズやディキシーチックスのブレン
ト・トリット (m) が新加入。前任のリードボーカル、ク
リス・ステイプルトンが強烈過ぎたものの、その重圧を
見事にはねのけ、自身のロッキンボイスをブルーグラス・
アンサンブルに定着させ、こんなにソウルフルな唄い方
をしてブルーグラスとしてやっていける奴が次々といる
とは思えないけど、いるんやね、ゲイリー ...!!　バンジョー
とフィドルの響きが浮いて聴こえていた感があったが、
さまざまな経験をつんできたプロデューサーでもあるブ
レントが調整したのか、こちらが慣れたか、突飛な感じ
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がしなくなった……？　スティールドライバーズの曲を
カバーするビッグなポップスター、アデルが「彼らは、
ブルース、カントリー、ブルーグラス、そして粋なバン
ドですごい」という、スワンプ風（泥臭い）サザンロッ
ク調ハイロンサム !? を構築している。ムーンシャイナー
誌 2008 年２月号 (¥525-) にカバーストーリーあり。ちな
みにビル・モンローと「十字路で悪魔に魂を売り渡した」
という伝説のデルタブルースシンガー、ロバート・ジョ
ンソン、同じ 1911 年生まれだって、知ってた？

REB-1851 JUNIOR SISK & RAMBLERS 
CHOICE『The Story of the Day That I Died』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
If the Bottle Was a Bible/Jesse James/Lover's Quarrel/
Old Bycycle Chain/A House Where a Home Used To 
Be/Walking In Good Company 他全 12 曲
　現在トラッドグラスのもっとも安定したサウンドを聴
かせるジュニア・シスク＆ランブラーズチョイス最新
作。とてもユニークなタイトル曲は若手マンドリンの
ホープ、アシュビー・フランク作（今月の各楽器別お勧
め作品／マンドリンの項参照）のタイトル曲は、離婚に
際して財産の半分を獲ろうとする不貞の妻を懲らしめる
ために死を偽装する……という物語らしい。２曲目はロ
ニー・ボウマンの書いた「もしも酒瓶がバイブルだった
なら」、そのほか、ソニー・オズボーンが美しいアール
流バンジョーインストにした "Jesse James" をビリー・
ホウクスは「Key of B」で、ドライブのかかった見事な
ロールの引っ掛かりを聴かせてくれたり、つづくトラッ
ド曲 "Jack and May..." ではじまるスタンレー・ブラザー
ズで知られる "Lover's Quarrel"、フラット＆スクラッ
グスを思わせる key of G のビッグサウンドが心地いい
"Old Bycycle Chain" は、久々に今秋来日予定のビリー・
スミス作ほか、最後のとてつもなく早い "Drinking at 
the Water Hole" はさすがのラリー・スパークス作など、

「演奏する彼らは第三世代だがどの曲にも第一世代の
タッチが感じられる」という評がうなずける秀作。昨年
の IBMA 最優秀アルバムとソングをダブル受賞、ライ
マン公会堂で男泣きしたジュニア・シスク＆ランブラー
ズチョイスは、ジョー・マリンズ＆レディオランブラー
ズとともに、現在もっとも素直に聴けるトラッドグラス
だろう。

BCR-035 FELLER & HILL『and the Bluegrass 
Buckaroos』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Gonna Lay Down My Old Guitar/Southern Moon/
Together Again/Wasted Words/I Get the Blues When It 
Rains/Will Heaven Be Like Kentucky 他全 13 曲

　まずクリス・ヒルの、いまどきとは思えないドン・
レノやアレン・シェルトンを思わせるすばらしいバン
ジョーとドン・リッチを思わせるすばらしいテナー

（ファッションと表情も ...!?）を IBMA のクリス・ヘンリー
とのライブで聴いて、観て驚いた。ワイルドウッド・バ
レイ・ボーイズやジェイムズ・キング・バンド、そして
カール・シフレットら濃い人たちとのバンドを経験して
きたケンタッキー出身のクリス・ヒル（クロッグダンサー
として来日経験があるという）。一方、オハイオ川を挟
んで北側のインディアナ出身のトム・フェラー (m,g) は
ラリー・スティーブンソン・バンドやロンダ・ビンセン
トのレイジ、そしてスリーフォックス・ドライブなどを
経てきたベテランで、母親はあのボーイズ・フロム・イ
ンディアナのホルト三兄弟の姉妹という血統。ボビー・
オズボーンらをゲストにスタンダード曲を多く収録し
た『Worried Man Blues』(RCSI-1015 ¥2,573-) を発表し
たブライアン・ブレイロック (g) やグレン・ギブソン (d)
のほか、エンジニアとプロデューサーも兼ねたスーパー
フィドラーのスティーブ・トーマスの凄いイケイケフィ
ドルも楽しい。これぞ正統派の（モンローやフラット＆
スクラッグスら創造主たちとは違う）南部ブルーグラス・
エンターテイメントの王道、お勧めのトラッドグラスで
ある。

LOR-580 KATHY KALLICK『Time』CD¥2,573-
( 本体 ¥2,450-) 
Time/Thinkin' of Home/North Carolina Breakdown/Lord 
Protect My Soul/Lulu & Jack/Old Black Choo-choo/
Precious Memories/Dark Hollow 他全 14 曲
　ローリー・ルイスとともに 1975 年に女性バンド、グッ
ドオール・パーソンズを結成、サンフランシスコの女性
ブルーグラス／オールドタイムのパイオニア、自身がメ
ンバーとして 17 枚目のアルバムという女性ブルーグラ
スの大ベテラン、キャシー・キャリックの最新作。自身
のオリジナル４曲のほか、ビル・モンローからバーン・
ウィリアムズ他、トラッドスタンダードに各楽器のイン
ストなど、ブルーグラス・バンドとしてのアイデンティ
ティをきっちりと押さえた秀作。モンローの荘厳なゴス
ペル "Lord Protect My Soul" やモンローシンガーの定番
"Dark Hollow" などで聴かせるトラッドグラスへの畏敬、
宝塚フェスにもよく来ていたアニー・スタニネック、ト
ラッド無視でめちゃくちゃ弾きまくっていた少女時代か
ら一転のフィドル、驚くばかりの成長振りで聴かせる
アーサー・スミスの "North Carolina Breakdown"、そし
て歌も１曲、ローズ・マドックスやマイク・シーガーで
知られる "Old Black Choo-choo" も抜群！　また、キャ
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シーの母親がマウンテンダルシマーで歌っていたという
トラッド "Long Time Travelin'" ではクロウハンマーバ
ンジョーを弾いてキャシーとオールドタイミーなデュ
エットを聴かせる。バンジョーとドブロのグレッグ・ブー
スも趣味の良いタッチで、インストにはすばらしいドブ
ロのオリジナル "Shuckin' the Acorns" を聴かせる。ベ
テランのトム・べケニーは 30 年前にダーンゴーンのメ
ンバーとして録音した自作曲 "Old Red Mandolin"。ベー
スのダン・ブースもデルモア曲 "I'm Lonesome Without 
You" とバーン＆レイの "Thinkin' of Home" でリードボー
カルを聴かせる。大ベテランらしい落ち着いたアルバム
作りと、トラッドグラスへの忠誠と同時にオリジナル、
とてもバランスの取れた秀作である。

BGA -1201 DETOUR『A Be t t e r P l a c e』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Quarterline Road/Wind in the Willow/Banjo Warning/I'll 
Go Stepping Too/Everybody Wants to Go to HeavenI'v 
eJust Seen the Rock of Ages 他全 14 曲
　ミッシー・アームストロングのクリアーな女性ボーカ
ルと見事なハーモニー、そしてケビン・ガウジャーのバ
ンジョーがユニークなリズムでリードを取り、チャンピ
オンフィドラーのピーター・ナップファー、ソングライ
ティングもこなすマンドリンのジェフ・ローズ、ソウル
フルなギターを聴かせるスコット・ジルスタ、ジャック・
グラント (bs) の６人組だというディトゥアー（回り道）
の最新第三作。とくに 3T「トーン／テイスト／タイミ
ング」に優れたリードギターが光る、またオリジナリティ
溢れるメロディラインを紡ぐバンジョー、大学の先生だ
というフィドルなど、音楽をつづけている事ですばらし
いオリジナリティを身に付けたローカルミュージシャン
たちがすばらしい。究極のアコースティック・チームプ
レイでもあるブルーグラス・バンド、何を聴かせたいの
か、そして自分たちが何を持っているのか、それをはっ
きりさせて自然なアンサンブルを創れば、こんなにいい
アルバムができる。

JSRS-13 JOHNNY STAATS & DELIVERY 
BOYS『Time Moves On』CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-) 
Never Mind the Mule/Big Coal River/Oldie Last Stand/I 
Know You Rider/Sneakin' Deacon 他全 10 曲
　ジョニー・スターツ、昼間はウエストバージニアの宅
配ドライバー、夜はクーン（アライグマ）ハンターにし
て凄腕ミュージシャンという肩書きが売れて (!?) 大きな
話題となり、ワーナーブラザーズからメジャーデビュー
作『Wires & Wood』を発表、全米の主要メディアに思

いっきり取り上げられたのが 2000 年、ちょうど「オー
ブラザー現象」がはじまった頃だった。ジョン・カウワ
ンやサム・ブッシュらニューグラスの親方たちも肩入れ
したアルバムだったが、するどい音だらけのブルーグラ
ス、そうは簡単にヒットするはずもなく、そののちは話
題に取り上げることもなく、それでもギタリストのロ
バート・シェーファーとのアルバムを２枚発表。おそら
く、メジャーデビューはマスメディアの気まぐれが与え
てくれたお楽しみ……といった感覚だろうか、宅配ドラ
イバーの仕事を辞めることなく今年、その名もデリバ
リー・ボーイズ（配達人）を率いて最新作の発表である。
ジョニーのマンドリンに、17 歳というジム・バンクリー
ブを尊敬するという凄いフィドラーのレイ・コッシン、
25 年以上ジョニーとバンドを続けているというブッチ・
オズボーン (bj) と同じくロジャー・ビセル (bs)、そして
デイル・アン・ブラッドリー・バンドやダレル・ウェッ
ブ・バンドで活躍したデイブ・ボーン (g)。ウエストバー
ジニアという土地柄でビリー・エド・ホィーラーとの共
作 "Big Coal River" と、デッドからセルダム・シーンで
おなじみのトラッド "Rider" ほか、４曲のインストを含
めたオリジナルは元気の出るニューグラスだ。

M F R -120313  S P I N N E Y B R O T H E R S
『Memories』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
The Train Song/Old Roman Soldiers/Truck Driver's 
Queen/Rebel Ye Rest/Cabin on a Mountain 他全 13 曲
　現在、全米ブルーグラスチャートでタイトル曲が１
位、アルバムが３位をヒットしているのは、ギブソン・
ブラザーズと同様、真面目な !? ブラザーデュオ伝統にス
トレートなトラッドグラスがすばらしいからだろう。ア
ラン (g) とリック (bj) のスピニー兄弟がバンドを組んだ
のは 1992 年、というから 20 年目のベテランだ。47 歳
と 46 歳の兄弟、なんと！ともに８月５日生まれという。
ブラザーデュオといえば、昔はマンドリンとギターだっ
たが、ブルーグラスが誕生してからは、スタンレーやゴー
インズ・ブラザーズの昔から、圧倒的にバンジョーとギ
ターが定番となっている。だからデュオというより、ブ
ルーグラスバンドを組んでしまうのだろう。カナダのノ
バ・スコーシア（ラテン語でニュースコットランドの意）
は、その名の通り、スコットランド移民の郷。本国では
廃れたフィドル音楽の伝統が濃く残っているという米国
最北部メーン州のほぼ東横、「赤毛のアン」で知られる
プリンスエドワード島の西隣にある。ギブソンズも南部
アパラチアからは遠く離れたニューヨーク北部の出身だ
し、メーン州出身のホワイト兄弟やノバ・スコーシア
出身のハンク・スノウら、カントリー系音楽がきっちり



8

と根付いた土地だという。そんな土地を背景に、南部ア
パラチアのブルースやハイロンサムが「すっきり」とし
たサウンドで表現されるのが新鮮で心地よい。ロン・ス
チュワートをプロデューサーとフィドルに、何曲かでロ
ブ・アイクスも参加、バーン・ウィリアムズ名曲やチャー
リー・ムーアのほか、カール・ジャクソンの３曲をはじ
め、最近の曲がストレートなトラッドグラスとなって楽
しめる。

 B.O.M. 特選コーナー
　ムーンシャイナー誌の特集関連の音源ほか、新旧問わ
ず、今月の BOM からの特選作品たち！

■最新ムーンシャイナー 2013 年３月号より
OTCR-003 パイレーツ・カヌー『Sailing Home』
CD¥2,000-( 本体 ¥1,905-)
　今月 13 日から全米９ケ所をツアーしているパイレー
ツ・カヌー、初のフルアルバム『Sailing Home』など
についてのインタビュー。大学でブルーグラスを学び、

「For Lips」や「ふたり乗り」など、話題のバンドを経
てきたマンドリンの河野沙羅が、2009 年にシンガーソ
ングライターの帰国子女、ハント鈴加 (g) とアイリッシュ
を学んでいた欅（けやき）夏那子 (f) と出会って結成さ
れたパイレーツ・カヌー。これまでドブロ、ベースと
ドラムの男性３人を加えたミニアルバムを２枚発表して
きたが今回、女性３人だけで創りあげた 11 曲。ハント
と河野の共作となる英詩４曲を軸に、河野が日本語で歌
う１曲とハント自身の英語オリジナル４曲、そして宮崎
勝之とサム・ブッシュがアイドルだという河野のインス
ト２曲。メジャーセブンを多用した浮揚感にルーツィー
な、ちょっとシュールなアコースティックサウンドで、
チチ松村氏いわく、「冬の寒い時は、身体がほっこり湯
たんぽ代わり、夏の暑い時は、心がすっきり風鈴みたい
な、いつもいつでも側に置いておきたい音楽」。京都の
若い女性が３人、アパラチアルーツを感じさせる音楽を
創っているというだけで嬉しくなるよね。ムーンシャイ
ナー誌 2012 年８月号にバンド結成の経緯やメンバー紹
介がある。またミニアルバムが２枚、2011 年の第１作
と 2012 年の第２作『Too』が (RCSI-1062, RCSI-1063 各
¥1,050-) で在庫中。

TL-27462 HANK WILLIAMS『Lost Concerts』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　ムーンシャイナー１月号では 1953 年１月１日、ちょ
うど 60 年前のアパラチア山中で息を引き取った 29 歳の
ハンク・ウィリアムズの最晩年となる 1952 年の出来事
を追い、２月号ではハンクとブルーグラスの接点を特

集。そして３月号では渡辺芳男さんの解説でハンクの歌
う「セイクレッドソング」について紹介されている。本
CD 作品はそんな記事と重なるハンク・ウィリアムズ最
後のコンサート、1952年の２ヶ所でのライブ録音の発掘。
ハンクの MC で、「あたらしい曲を書いて録音したとこ
なんだ。面白い発音の言葉が一杯出てくるよ」と紹介す
る "Jambalaya" など、初めて明かされた 1952 年の最後
のハンク、タイムライフ社が昨秋発表した貴重ライブ。
60 年を経たテープ、音は良くないが、ハンク・ウィリ
アムズという、20世紀最大のアメリカン・ソングライター
のひとりの肉声を通して、何を感じるか？
　ちなみにハンクの孫、そっくりだと言われるハン
ク・ウィリアムズ３世の最新 CD『Long Gone Daddy』
(CURB-79299 ¥2,573-) もお勧め !!　またハンク・シニア
の入門アルバムや全集などはお問い合わせ下さい。

CO-2706 BOBBY HICKS『Texas Crapshooter』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　米国フィドラーの間でスタンダードになりつつある !?

「５弦フィドル」、その製作過程を元ジューンアップルの
菅沼利夫さんがリポートしています。本作はブルーグラ
スとカントリー（ウエスタン・スウィング）のフィドル
が同時に楽しめる５弦フィドルの使い手、ボビー・ヒッ
クスが 1977 年に発表した秀作。A 面にウェスタン・ス
ウィング（バディ・エモンズ、バック・ホワイト）、B
面にブルーグラス（サム・ブッシュ、アラン・マンデ）
という楽しい作品。

■ 2013 グラミー賞／ IBMA アワード関連
（ムーンシャイナー３月号は恒例の前年発表レコード総
括。各賞で話題になった作品群です）

COL-97716 YO YO MA, CHRIS THILE, EDGER 
MEYER, STUART DUNCAN『Goat Rodeo 
Sessions』CD+DVD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　今年のグラミー賞最優秀フォークアルバムとエンジニ
ア受賞作。クラシック界のセレブ、ヨーヨー・マとエド
ガー・マイヤーがクリス・シーリとステュアート・ダン
カンを迎えて創ったブルーグラス室内楽。クルキッド・
スティルのイーファ・オドノバンをゲストに、マ自身が

「ブルーグラスアルバム」という大胆にして繊細なアン
サンブルのアコースティック大秀作。CD と DVD 映像
がセットの超徳用作品。ムーンシャイナー 2012 年２月
号特集。凄いよ !!

ROU-0648 STEEP CANYON RANGERS
『Nobody Knows You』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）
　そしてグラミー最優秀ブルーグラス部門受賞は、名門
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ノースカロライナ大学チャペルヒル校の学生バンドから
スタートしたスティープ・キャニオン・レインジャーズ。
トラッドサウンドでありながら新しさを感じさせる新鮮
な視点からのオリジナル曲とバンドアンサンブルが秀
逸。俳優スティーブ・マーティンとの共演で有名になっ
たが、それ以前、すでに IBMA 最優秀新進バンドを受
賞していた実力派。

NONE529809 CAROLINA CHOCOLATE 
DROPS『Leaving Eden』CD¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）
　オールドタイム・ストリングバンドとしてグラミー受
賞したカロライナ・チョコレート・ドロップスの最新作。
2005 年のノースカロライナ州ブーンで開かれた「ブラッ
ク・バンジョー・ギャザリング」を契機に、その中心女
性リーアノン・ギデンズが結成、20 世紀以降は白人音
楽とされるストリングバンドを 19 世紀には黒人たちも
演じていたという視点で、ノンサッチから三枚目の秀
作。アパラチアの景色を知ることのできるすばらしい作
品だ。

REB-1849 JOE MULLINS & the RADIO 
RAMBLERS『They Are Playing My Song』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　IBMA アワードで最優秀新進バンド受賞バンド。決
してやり過ぎないスクラッグス／オズボーンのビッグバ
ンジョーを標榜するすばらしいバンジョーとテナーを聴
かせ、スタンレーでも活躍した父の代からのベテラン、
ジョー・マリンズが 2006 年、結成したレディオ・ラン
ブラーズ４枚目最新作。トラッドグラス調自作曲を１曲
目に、ジョニー・キャッシュ "Bottom of a Mountain"、
スクラッグスのライブから学んだ "Steel Guitar Rag"... と
つづく出だし３曲のほか、ジム＆ジェシーで知られる
デルモア曲 "She Left Me Standing..."、オズボーン・ブ
ラザーズ・メドレー (Windy City/Making Plans/Fair & 
Tender Ladies/Kentucky)、そして最後はラルフ・スタ
ンレーの名演で知られる父の書いたスタンダード "Katy 
Daly" のライブで決める。彼らにはほかに、2011 年作

『Hymns from the Hills』(REB-1839 ¥2,573-) と、2009 年
自費制作の『Rambler's Call』(REB-1833 ¥2,573-) の在庫
がある。チョーお勧めバンド !!

RUR-1103 LONESOME RIVER BAND『Chrology 
Vol.3』CD¥1,803-（本体 ¥1,750-）
　1982 年結成から 2012 年、ロンサム・リバー・バンド
の 30 年を記念して、かつての LRB のヒット曲を最新メ
ンバーへで再演する廉価三部作の完結盤である。各 10
曲ずつ、今回の最後の曲は、やっぱ "Sittin' On Top of 

the World" で締める。昨秋、1998 年以来じつに 14 年ぶ
りに IBMA 最優秀バンジョー奏者を獲得したリーダー
のサミー・シーラー、ちょっとビンス・ギルに似たクー
ルな歌を聴かせるブランドン・リックマン (g)、スーパー
ピッキンの新人ランディ・ジョーンズ (m) の歌も秀逸。
そしてブルーグラス・フィドル職人マイク・ハートグロー
ブ (f) とバリー・リード (bs)。1980 ～ 90 年代のいわゆ
る「コンポラソリッド」をリードした彼ら、トラッドと
コンポラを絶妙にバランスしつつ、ウッドベースになっ
て「タテノリ」は影を潜め、ブランドンのセンスで DC
グラスのような都会的な落ち着きを見せはじめている。
新生 LRB の作品として、2008 年『No Turning Back』
と、2010 年『Still Learning』（RHY-1040, RHY-1065 各
¥2,573-）もお勧め。

COMP-4549 GIBSON BROTHERS『Help My 
Brother』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）( 歌詞付 )
　IBMA アワードの最高賞である年間最優秀エンターテ
イナーに輝いたのはニューヨーク北部出身、現在最高の
ブラザーデュオといわれるギブソン・ブラザーズの初受
賞。彼らの最近 2011 年作は自分たち、つまりブラザー
デュオの真髄をストレートに表現、12 曲中ティム・オ
ブライエンらとの共作を含む７曲のオリジナルほか、ジ
ム＆ジェシーの "I'll Love Nobody But You" など、また
"Talk To Me" ではクレア・リンチをゲストに、ギブソ
ンズのギミックのないすばらしいバンド・サウンドが味
わえる。昨年には本作が最優秀アルバムとボーカルグ
ループ、ともに初受賞という快挙を成したギブソン兄弟、
一挙に今年、最高峰に駆け上がった。ブラザーデュオと
いう伝統を現在に継承するもっともすばらしいボーカル
グループだ。最新作がこの春発表予定だ。

REB-1845 JUNIOR SISK & RAMBLER'S 
CHOICE『The Heart of a Song』CD¥2,573-（本
体 ¥2,450-）
　今秋の IBMA アワードで本作が最優秀アルバムと収
録の "A Far Cry from Lester & Earl" が最優秀ソングの
ダブル受賞！　感激のあまり、人目もはばからずライマ
ン公会堂のステージで男泣きしたジュニア・シスク。デ
ル・マッカーリーとラリー・スパークスを継ぐ次世代の

「本物」とささやかれるダニー・ペイズリーと並んで現
在トラッドグラスの牙城を護るといわれる、ジュニア・
シスク＆ランブラーズ・チョイスの 2011 年作。その田
舎（ヒルビリー）っぽいボーカルが胸をかきむしる中、
趣味の良いロールとトーンを聴かせるのは誰かと思いき
やジェイソン・デイビス 23 歳（2009 年７月号ムーンシャ
イナー吉岡正の闘魂バンジョー #13 に登場）ほか、ビ
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リー・ホウクス (f) とクリス・デイビス (m)、ジェイソン・
トムリン (bs) が、さすがに現代風の切れのいいプレイで
ジュニアを盛り上げる。

COMP-4573 SPECIAL CONSENSUS『Scratch 
Gravel Road』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　グラミー賞ブルーグラス部門にノミネートされたグ
レッグ・ケイヒル率いるスペシャル・コンセンサス最新
作。IBMA アワードショウでは、かつてのメンバーの
ジョッシュ・ウィリアムズとクリス・ジョーンズにサム・
ブッシュとボビー・ヒックスのツインフィドルを加えた
ノミネート曲 "Monroe" がすばらしかった（ムーンシャ
イナー 11 月号写真 !!）。

MH-1390 GRASCALS『Life Finds A Way』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ムーンシャイナー３月号でロバート・デニーロとの共
演写真を掲載したグラスカルズ。テリー・エルドリッ
ジとジェイミー・ジョンソンのボーカル二枚看板に、
IBMA 最優秀バンジョー奏者の紅一点クリスティン・ベ
ンソンらスーパーピッカーを配した現代版オズボーン。
上記、デイリー＆ビンセントとともにブルーグラス・トッ
プグループとしてグラミー賞ブルーグラス部門にノミ
ネートそれた。

COMP-4565 NOAM PIKELNY『Beat the Devil 
and Carry a Rail』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　惜しくも逃したがブルーグラス部門ノミネート作品。
ベラ・フレックの次、21 世紀のブルーグラス・バンジョー
をリードするパンチ・ブラザーズのノーム・ピケルニー、
豪華でバラエティに富んだバックアップも含めて、現在
最先端のブルーグラスを一望するすばらしいバンジョー
アルバム。"Jim Thompson's Horse" と "Fish & Bird" の
タブ譜はバンジョーニューズレター誌 2012 年３月号
(¥525-) のノーム特集号にある。バンジョー奏者必聴 !!

 ブルーグラスお勧め作品
（すでにニューズレターで紹介済みの作品です）

■ブルーグラス最近作
　今、旬なブルーグラス・アルバムたち……

R C S I -1083 M I K E C O M P T O N & J O E 
NEWBERRY『Live』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　モンローとブルースをこよなく愛して一スタイルを成
したマンドリンの名手マイク・コンプトンと、オール
ドタイム・バンジョーの名手にしてシンガーソングラ
イター、ギブソン・ブラザーズでヒットした “Ring the 
Bell” や "Help My Brother" などの作者でもあるジョー・
ニューベリー（本作ではほとんどギターを担当）のふ

たりだけで創られた、すばらしく充実したライブ作品。
フィドルチューン "East Tennessee Blues" をイントロ
に、モンロー名曲 "Rocky Road Blues" や "Kentucky 
Waltz" やブルース "Sittin' On Top of the World"、そし
てジョーのオリジナルなどを配し、エンターテイメント
としてのライブを楽しませる秀作に仕上げている。マ
イクは、"Evening Prayer Blues" でのブルースソロから
"Kentucky Waltz" でのロマンチック (!?) な表現まで、モ
ンロー・マンドリンの新境地を拓いていく……、おそら
くジョン・ハートフォードの薫陶によってミュージシャ
ンとしての視野を拡げてきた彼が、まったくひとりで創
り上げた 2011 年発表の前作 CD『Rotten Taters』(¥2,573-)
を越えて、あらゆるシチュエーションでの自信に満ちて
いる。最後のクロウハンマーバンジョー＆マンドリンに
よる "Fly Around My Pretty Lil' Miss" が凄いノリは、
このデュオはこの興奮から生まれたのか？と思わせるす
ばらしさだ。

RUR-1094 V.A.『MACC Life Goes On』CD ２
枚組 ¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　オハイオ州フロンティアランチのブルーグラス・クラ
シック・フェスは現在、小児ガンと闘う子供たちを援助
するボランティア・フェスとなっており、本作は 2006
年発表の第一作につづく、小児ガン寄付のライブ２枚組
である。現在、南部系ブルーグラスの第一線で活躍す
る 139 アーティストによる全 39 曲は、第一作発表後、
2006年から2011年までに録音されたもの。一枚目はジョ
ンソン・マウンテン・ボーイズのリユニオンを皮切りに、
マイケル・クリーブランド＆フレームキーパー、ジョッ
シュ・ウィリアムズ・バンド、ギブソン・ブラザーズ、
ブランドン・リックマン、クレイ・ヘス、スティールド
ライバーズ、グラスカルズ、ジュニア・シスク、ロンサ
ム・リバー・バンド、ロンダ・ビンセント＆レイジ、ロ
スト＆ファウンド、J.D. クロウ＆ニューサウスほか。二
枚目にはトニー・ライス "Manzanita" を皮切りに、シエ
ラ・ハル＆ハイウェイ 111、ドイル・ローソン＆クイッ
クシルバー、サードタイム・アウト、ブルーハイウェイ、
ダドリー・コンネル、ケニー＆アマンダ・スミス、ジェ
イムズ・キング、ダニー・ペイズリー、マーティ・レイ
ボンほか、現在のトップアーティストがずらり。その上、
このフェス名物の特別企画による珍しい顔合わせによ
るスタンダード曲などのお楽しみが一杯。2000 年、小
児ガンで娘マンディを亡くしたプロモーターのダレル・
アドキンスがはじめた非営利フェス MACC（Musician 
Against Children Cancer）は現在までに、合計 59 万
ドルがテネシー州メンフィスの聖ジュード小児病院や
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ライター、1997 年のエリック・クラプトン "Change the 
World" の作者として知られるのゴードン・ケネディと
の共同プロデュースで自身の音楽観を広げる秀作。

PATUX -240 STONEMANS『Stoneman 
Tradition』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　ストーンマン・ファミリーの三姉妹による新生ザ・
ストーンマンズ 2009 年作 CD『Patsy, Donna & Roni』
(PATUX-183 ¥2,573-) につづく第二作。87 歳のパッツィ
のボーカルとオートハープにはさすがに老いが目立つ
が、78 歳のドナのマンドリンは "Donna-Mite" という曲
にも明らかなハツラツさと相変わらずの可愛さ、そして
ヒーホーで人気を保ち続けた 73 歳のロニのバンジョー
はあの懐かしい "Dominic" 当時と同じシュアさで、
"Weeping Willow" や "Don't Let Your Deal Go Down"
など父、アーネスト・V.「ポップ」ストーンマン (1893-
1968)のトラッドレパートリーを中心に、1940年代のヒッ
ト曲 "Have I Told You Lately..." や 1970 年代の "Catfish 
John"などの新曲、そしてインストが４曲の全14曲。バッ
クには昨年、デビッド・ブロムバーグと来日した若いネ
イト・グロウワーのフィドルとジェレミー・スティーブ
ンのギター、ステュ・ガイスバートのベース。87 歳のリー
ドボーカルを支える姉妹愛と、父ポップから受け継ぐア
パラチア伝統が自然な形で残され、伝承音楽でもあるブ
ルーグラスの真骨頂「おばあちゃん」パワー作品。ムー
ンシャイナー誌 2005 年 8 月号にストーンマン姉妹を訪
ねた、かつてのメンバー（スコッティの後任だった）森
繁昇のリポートがある。

■ブルーグラス発掘・編集最近作
　最近発売された昔懐かしのブルーグラス !!

GT7-2145 BILL CLIFTON『Bluegrass Sound of 
Bill Clifton』CD¥1,260-（本体 ¥1,200-）
　1962 年３月に発売されたビル・クリフトン LP ３枚目
の名作がオリジナルのまま CD 化である。"All the Good 
Times..." や "Gathering Flowers..."、そして「Em」に
落ちるコード進行が当時新鮮だった "You Don't Think 
About Me (When I'm Gone)" や "Girl I Left in Sunny 
Tennessee" など、あの懐かしい 12 曲が、あの明るいボー
カルとともに還ってくる。1960 年代にブルーグラスを
聴きはじめた人たち、その多くが大学生だった人たちに
とって、当時はアパラチア育ちではない、しかも大卒の
インテリ !? の数少ないアーティストだったビル・クリ
フトンの音楽は、その生き方とともに大きく心に残る一
枚だろう。今年４月に 81 歳を迎えるビル、当時はブルー
グラス界で稀有の東部の名門家庭出身の大学出、今も元

YMCA などに贈られている。現在の南部系ブルーグラ
ス・トレンドを一望できるライブ秀作。

COMP-4585 HILLBENDERS『Can You Hear 
Me?』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　2009 年のテルライドフェスの最優秀ブルーグラスバ
ンドに輝いたミズリーのロックスピリット溢れる強力
ニューグラス。全米シングル・マイク（ワンマイク）コ
ンテストの優勝バンドでもあるヒルベンダーズの全米デ
ビュー作。チャッド・グレイブズのイケイケ・ドブロが
縦横に駆け回り、ソウルフルなボーカルのマンドリン奏
者ノーラン・ローレンス、カリフォルニア生まれの無手
勝流バンジョー（わたし好みの）マーク・キャシディ、
従兄弟のギタリストとベースのジム・リアとゲイリー・
リアの５人組。キャディラックスカイやスティールドラ
イバーズらと同じ流れにあるものの、さらにそのファ
ンキーさと怖いもの知らずのリフとアレンジ、ニュー
ウェーブのザ・ロマンティックスのカバーのほかオリジ
ナル中心だが、２曲のインストとともに快感的無鉄砲さ
が実にいい。元気の出るニューグラスだぞ !!

SKFR-1013 RICKY SKAGGS & KENTUCKY 
THUNDER『Music To My Ears』CD¥2,573-
( 本体 ¥2,450-)
　１曲目、ビル・モンローの "Blue Night" から、自身
のクロウハンマーでドン・ストーバー "Things in Life"、
そしてビル・モンローを歌ったオリジナルのストレート
ブルーグラス "You Can't Hurt Ham" へ、トンとんトン
と３曲のトラッドグラスをつづけ、ベッキー・ビューラー
とマーク・サイモスの書いたユニバーサルなゴスペル、
つづいてピアノから始まるポップ調、……かと思えばふ
たたびモンロー調マウンテンマイナー名曲 "Jerusalem 
Ridge" に影響されたマンドインスト "New Jerusalem"、
そしてなんと！ギネスがポール・マッカートニーに次ぐ
ソングライターと認めるビージーズのバリー・ギブが
登場、昔からのブルーグラスファンだという彼の新曲
"Soldier's Son"、そしてリッキーのドックを偲ぶナレー
ションが入りドックに捧げた "Tennessee Stud" やスタ
ンレー・ブラザーズの濃い "Loving You Too Well" 等々
……。何の気負いも、てらいもなく、58 歳という最良
の時期を、充実したメンバーとともに「自分の耳に聴
こえてくる音楽」をさまざまな角度から創る余裕のリッ
キー。そのメンバー、アンディ・レフトウィッチ (f) と
コディ・キルビー (g) という若き超一級スーパーピッカー
に、あたらしくジャスティン・モーゼズ (bj) とバリー・
ベイルズ (bs) を加えた完璧なブルーグラス・アンサンブ
ルが創るサウンド。ナッシュビル・ギタリストでソング
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気で敬愛するカーター・ファミリーの土地にいる。
　なおもう１枚、オリジナルではないが "You Go To 
Your Church" を含めたゴスペルのコンピレーション

『Gospel Side of Bill Clifton』(GT7-2225 ¥1,260-) もある。

RCSI-1075 OLD & IN THE WAY『Old & In The 
Way』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 限定入荷！
Pig In A Pen/Midnight Moonlight/Old And In The Way/
Knockin' On Your Door/The Hobo Song/Panama Red/
Wild Horses/Kissimmee Kid/White Dove/Land of the 
Navajo. 以上全 10 曲
　日米ともに長い間にわたって廃盤となっている大名盤
がヨーロッパからの限定入荷。1970 年代に発表された
ブルーグラス作品でもっとも売れたアルバムとされる
ピーター・ローワン (g)、デビッド・グリスマン (m)、バッ
サー・クレメンツ (f)、そしてアメリカン・ロック界のカ
リスマ、ジェリー・ガルシア (bs) らによる 1973 年、ほ
んの短期間だけ存在した奇跡のブルーグラス・ライブ大
名作である。すでに会社がなくなった「LINE」レコー
ドの残り物、いつなくなるか分かりません！ご注意 !!　
なお、グリスマンの私的レーベルからから発表された同
一メンバー同時期のライブ CD ２枚、『High Lonesome』
(ACD-19 ¥2,573-) と『Breakdown』(ACD-28 ¥2,573-) も
在庫あります。

SCOUNT-007 BILL MONROE『Father of 
Bluegrass』CD¥2,079-（本体 ¥1,980-）
　ビルにとって初録音となる 1936 年、ブルーバード録
音のモンロー・ブラザーズ（本 CD には１曲のみ）での
最初のヒット曲 "Waht Would You Give" から、ブルー
グラス・ボーイズを結成、"Mule Skinner Blues" でデ
ビューした 1940 年の RCA 録音、そしてレスター・フラッ
トとアール・スクラッグスを伴い「ブルーグラス」音楽
の誕生を記録した 1946 年コロムビア録音５曲、そして
孤高のハイロンサムを深めた 1950 年代のデッカ録音 15
曲など全 26 曲。1960 年代以降の若き都会ミュージシャ
ンとの切磋琢磨を通じて 1970 年代に完成、洗練された
モンロー・ミュージックとは違う、抑え難い衝動に満ち
た荒々しいブルーグラスが堪能できるコンピレーション
である。先に発売されたフラット＆スクラッグス、1948
年のバンド結成から 1960 年代前半のヒット時代までの
29 曲集『Sound of Foggy Mountain Soul』(SCOUNT-002 
¥2,079-) や、スタンレー・ブラザーズの 1947 年のリッチ・
R. トーン録音からコロムビア、マーキュリー、そして
1960 年キング時代までの 25 曲『Songs of Tragedy and 
Redemption（悲嘆と贖罪の歌）』(SCOUNT-001 ¥2,079-)
につづく、ビル・モンロー、英国制作ならではのレーベ

ルを超えた廉価ベスト 26 曲集。ブルーグラス御三家と
呼ばれるモンロー、フラット＆スクラッグス、スタンレー
ズ、そのいずれもに完璧な全曲集があるが、入門編のベ
ストとしてはお勧めできる３作品である。

RCSI-1079 GRAZZ MATAZZ『Deliquent Minor』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Mapleview Rag/Walkin'One and Only/Oh, Lady Be 
Good/One Morning in May/After You've Gone/Yodel 
Lady 他全 10 曲
　ブルーグラス 45 の大塚章 (m) とアルとパティ・ぺタ
ウェイ（元）夫妻のグラズ・マタズが残した唯一のアル
バム。ジェスロ・バーンズやベラ・フレックらをゲスト
に、マイク・オルドリッジやピート・ケネディらワシン
トン DC 地区の優秀なミュージシャンを集め、パティの
女性ボーカルを生かしたトラッドやスタンダードなど、
ドーグ以降のアコースティック・スウィング作品とし
て、1985 年にワシントン DC 地区の音楽家連盟のアワー
ドショウである「ワミー」の最優秀アルバムにも選ば
れた秀作。なおアルは 2005 年、フィンガーピッキンに
よるヘンリー・マンシーニ曲集『Henry Mancini, Pink 
Guitar』でグラミー賞最優秀ポップインストアルバムを
受賞している。また大塚は昨年、念願の初ソロアルバム

『First Tear』(PATUX-231 ¥2,573-) を発表、11 月には
ブルーグラス 45 との全国ツアーで久々に来日、ムーン
シャイナー 2012 年 10 月号で大特集がある。

■話題のインスト最近作
PATUX-234 CORY PIATT『Daydreams』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　７歳でマンドリンを弾きはじめ、現在はケニー＆アマ
ンダ・スミス・バンドで超デリケートなケニーのリズム
ギターに乗っかって素晴らしいマンドリンを聴かせてい
るコリー・ピアットのデビュー作。そのすごいマンドリ
ンを、いまや若者のスタンダード・ジャム曲となりつつ
あるダロル・アンガーの "Ride the Wild Turkey" ほか、
ボーカル曲を４曲（話題のボックスカーズのキース・ギャ
レットが２曲とロニー・ボウマン１曲、ブルームーン・
ライジングのブランドン・ボスティック１曲）に自身の
オリジナル・インスト曲を配した、バラエティに富んだ
楽しめるマンドリンインスト集。バックアップには今
もっとも旬の若手スーパーピッカーたち、今年 20 歳！
クレア・リンチ・バンドにいながらトニー・ライス・ユ
ニットでリッキー・シンプキンズのトラ（ムーンシャイ
ナー誌８月号グラビア写真）を努める話題のブライアン・
マクドウェル（ギターもすごい！）のフィドル、すでに
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有名バンドを渡り歩き現在はシエラ・ハル・バンドのジェ
イク・スタージェル (g) のふたりに、スコット・ベスタ
ル (bj) とランディ・コーアズ (d)、マーク・シャッツ (bs)
というベテランが脇を固める。２曲でジム・バンクリー
ブ (f) やコリーの弟オウエン・ピアットが素晴らしいバ
ンジョーを聴かせるなど、聴き所満載。

JMD-001 TARO & JORDAN『Did I Laugh in 
Your Dream?』CD¥2,000-（本体 ¥1,905-）
　今年１月、北海道から沖縄まで全国ツアーをしたマン
ドリン／ギターのインストデュオ、井上太郎とジョーダ
ン・マコンネルの驚異的なデビュー作品。ゴンチチのチ
チ松村氏曰く、「マンドリンとギターだけで、このグルー
ヴと高揚感を醸し出すとは恐れ入った。アクースティッ
クミュージックの究極の形に、身も心もスカッとする。
二人の若きツボ師に乾杯！」と。またコピーに曰く、「カ
ナダから来た最強のグルーヴ製造機、DUHKS のギタリ
スト、ジョーダン・マコンネルと縦横無尽のマンドリ
ン井上太郎（中略）のオリジナル曲の数々、アイリッ
シュ、オールドタイム、ブルーグラス、結局何だって一
緒……」と。タウンズ・バン・ザントとチャズ・ジャス
ティスのカバー以外、すばらしいオリジナル・インスト
を、ぜひ聴いてみてください。

SMB-2012 SLEEPY MAN BANJO BOYS
『America's Music; Classic American Bluegrass』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　"Foggy Mountain Breakdown"、"Salt Creek"、"John 
Hardy"、"Bugle Call Rag"... 他、ブルーグラスの超スタ
ンダード 12 曲を見事、完璧に演じるミゾーニ３兄弟、
スリーピー・マン・バンジョー・ボーイズ。ニューヨーク・
シティから 60 マイルに住む彼ら、最年少のバンジョー
奏者ジョニー 9 歳、フィドルのロビー 11 歳、ギターの
トミー 13 歳。はっきり言いますがバンジョー、その右
のインパクトは十分本物です。子供の才能ってすごい。
それを伸ばそうとする米国のメディアやミュージシャン
のコミュニティが、またすばらしい。「子供だから」、と
か「親の七光り」とか、そんな言葉はないよ。マイク・
コンプトン (m)、そしてマイク・バブとミッシー・レイ
ンズ (bs) がバックアップ、最後にボーナスで、J.D. クロ
ウとの "Flint Hill Special" のライブが収められている。
嬉しいでしょ？こんな子供たちを見るのって。昨年来メ
ディアやフェスで引っ張りだこも納得！

PATUX-231 大塚 章『First Tear』CD¥2,573-（本
体 ¥2,450-）
　ムーンシャイナー 10 月号のカバーストーリーで詳細
を紹介した大塚 章のソロデビュー作。1973 年以降、ア

メリカにとどまり、数々のバンドに参加、ワシントン
DC 地区のブルーグラスに大きな功績を残している大塚。
デビッド・グリア (g) やマイク・マンフォード (bj)、リッ
キー・シンプキンズ (f) らを基本セットに、日本から兄
のジョッシュ大塚をはじめ、ロカビリーのビル・カーチェ
ンを含むさまざまなゲストを迎えて演じるブルーグラ
ス、ニューグラス、スウィングなど。恩人でもある故ジョ
ン・ダッフィに捧げたラスト、ライブ録音 "Heartaches"
でのエディ・アドコックとトニー・ライスが凄い !! 40 年
前に米国移住したアキラ、念願の初ソロ作は、すばらし
い作品になった。

RCSI-1068 DAVID NAIDITCH『High Desert; 
Bluegrass Sessions』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Shenandoah Breakdown/Alabama Jubilee/I Am a 
Pilgrim/Beaumont Rag/Kentucky Waltz/Lonesome 
Fiddle Blues/Red Wing/Silver Bell 他全 13 曲
　パット・クラウド (bj)、クリスチャン・ウォード (f)、
エリック・ユーグラム (g)、デビッド・ナイディッチ
(chromatic harmonica)、オースティン・ウォード (bs) の
５人、フィドルがクロマティック・ハーモニカに代わっ
たユニークな上記ブルーグラス・スタンダード・インス
ト 13 曲集。メロディック奏法でジャズグラスしてしま
うパットの至芸、今やシエラ・ハル・バンドで大きなフィ
ドラーに成長したクリスチャン、そしてその養父である
カリフォルニアの趣味のいいギタリスト、エリックらに
よるとても楽しいブルーグラス・インストに仕上がって
いる。なお、同一メンバーだが、デビッド・ナイディッ
チのクロマティック・ハーモニカをフィーチャー、有名
フィドルチューンを中心にした『Bluegrass Harmonica』
(RCSI-1064 ¥2,573-) も在庫がある。

OB-710 V.A.『Banjo Classics from the Vaults 
of County Records & Old Blue Records』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　バンジョーファンに強力推薦！ 1958 年から最近まで
に録音されたさまざまな『バンジョー奏法の古典』32
曲を集めた秀作。19 世紀半ば、アメリカ最初の大衆音
楽として大ヒットしたミンストレルショーの主役バン
ジョー、その原初的な弾き方であるクロウハンマー奏法
を中心に、その発展系のダブルサミングやノースカロラ
イナ地方で発達したというアップピッキンからスリー
フィンガー（ブルーグラスではない、つまりアール以
前の）など、またチューニングは不明の１曲と７種類、
1958 年から 2012 年までに録音されたさまざまな伝統的
な『バンジョー奏法の古典』集、カウンティ・レコード
などに残されたチャールズ・ファウロットが蒐集した、
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を持つ城田のリズムに乗って若いフィドルが見事な成長
ぶり。オカロランの超有名曲 "Si Bheag Si Mhor" を１
曲目に、暑苦しいアメリカンとは趣きの違う、涼やかな
アイリッシュの響きをあっさりと、しかし十分な主張を
持って聴かせてくれる作品。

RCSI-1065 JAMES BRYAN & CARL JONES
『Cricket's Lullaby』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　「こおろぎの子守唄」というタイトル通り、ジェイム
ズ・ブライアンの優しいフィドルとカール・ジョーンズ
の美しいツービート・ギターが限りなく癒やしてくれる
最新オールドタイム・フィドル秀作。1970 年代はじめ
高校生時代からスーパーフィドラーとして知られたブラ
イアン（モンローのブルー・グラス・ボーイ経験あり）
だが、ノーマン・ブレイクとの出会いでオールドタイム
音楽の深遠を知り、ひたすら古い曲の発掘とそこから学
び得た独自のメロディを紡いでいく。カール・ジョーン
ズも 1970 年代以来、マンドリンとギターを習得、本作
でもすばらしいボーカルを４曲で披露している。とにか
くふたりの息が見事に合い、隅々にまで心配りの行き届
いた心地よいオールドタイム・フィドル・アンサンブル
を聴かせてくれる。ダンサブルなバンジョーとのオール
ドタイム・フィドルとは違う、暖かい音に包まれて癒や
される、大々オススメ秀作 !!

 インスト新入荷
PC-1183 ALAN BIBEY & WAYNE BENSON

『Mandolin Chronicles』CD¥2,573-( 本 体
¥2,450-) 
Owensbo ro T ra in/Sweet D ix ie/B lack F r iday/
Wintergrass/Pilgrim's Knob/Crazy Creek 他全 11 曲
　マンドリン世界を創造したブッシュ／グリスマン以
降、シーリ以前の中堅ミュージシャンで、ともにブルー
リッジ系ブルーグラスのスーパーピッカーとされるサー
ド・タイム・アウトのウェイン・ベンソン 43 歳とグラ
スタウンのアラン・バイビー 48 歳による楽しい！楽し
いツイン・マンドリン集。ビル・モンローの特徴的フレー
ズをモチーフにしたふたりの掛け合いのオリジナル曲に
はじまり、ビル・エマーソンのバンジョー名曲 "Sweet 
Dixie" のマンド対決、ラッセル・ムーアのボーカルを迎
えたアランの従兄弟が書いた曲 "Another Night"、そし
てマイク・コンプトンに教わったビル・モンロー作の未
発表曲 "Pilgrim's Knob"、チャーリー・パーカー曲のジャ
ズマンド対決、最後にトミー・ジャクソンのフィドル名
曲 "Crazy Creek" のふたりだけのデュオのほかはふたり
の書いたブルーグラスやニューアコースティックなど、

いずれも初出の貴重な埋蔵文化財である。アパラチアの
伝統音楽が、なぜ現在まで伝承されつづけるのか？　19
世紀から伝わるシンプルでラフと思われるアパラチアの
バンジョー音楽を聴きつづけると、あらゆる芸術と同様、

「微妙なニュアンスが現れ、その奥に秘められた豊穣な
表現が明らかになるだろう」、とライナーノーツは勧め
る。
　 ち な み に、 先 に レ タ ー で 紹 介 し て い る『Fiddle 
Classics: From the Vaults of County Records & Old 
Blue Records』(OB-709 ¥2,573-) は、同様企画のフィド
ル版。1965 年から 2012 年まで主にカウンティ・レコー
ドを通じてフィドルの真髄を集めてきたリチャード・ネ
ビンが、そのコレクションから厳選した有名曲を中心と
した 28 曲。オールドタイムを中心にケニー・ベイカー
のブルーグラスまでを網羅したトラッドフィドルの大秀
作である。強力推薦！ 

SBR-120808 STEVE KAUFMAN『Acoustic 
Stomp』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Interstate Rag/Mr. Bojangles/Dill Pickle Rag/I'm Goin' 
Fishin'/Windy and Warm/Blackberry Rag/Rickett's 
Hornpipe - June Apple 他全 16 曲
　毎年６月にアコースティック・キャンプを開催、ギター
ファンにさまざまなチャンスを与えている教育者でもあ
るスティーブ・カウフマンの 2009 年発表のギターイン
スト集（珍しく歌も歌う !!）。故ドック・ワトソンによっ
て開かれたアコースティック・ギター・インストの世界、
ケン・ミラー製のギターとウェイバー製マンドリンを駆
使したフラットピッキンの世界。この逡巡しない思い切
りの良さは、ブルーグラスにはない快感なのだろう。

MNJS-0001 城 田 純 二 ＆ 内 藤 希 花『Mareka 
& Junji: Music in the Air』CD¥2,500-（本体
¥2,380-）
　2011 年のデビュー作『Keep Her Li!』（廃盤）につづく、
城田と内藤のアイリッシュ・デュオ最新第２作。ナター
シャセブンののち 1986 年に渡米、そこで 90 年代になっ
て出会ったアイリッシュの魅力にとりつかれ、ブルーグ
ラス・ドライブがうまく作用したのか、米国西海岸のア
イリッシュ界でサポートギタリストとしての地位を確立
しとたという城田、そんな経緯はムーンシャイナー誌に
もよくリポートしてくれた。一方７年ほど前、18 歳の
ときにアイリッシュ音楽と出会ったというクラシック・
バイオリンを弾いていた内藤希花（まれか）、今作では
アイリッシュハープも披露している。ふたりがデュオを
組みはじめたのは 2009 年という。クラシックピアノか
らギター、バンジョーとマスターしていった抜群の音感
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バックにはロン・スチュワート (bj,f) とワイアット・ラ
イス (g)、ハロルド・ニクソン (bs) という申し分ないメ
ンツを配して、マンドリンファンにはおなか一杯、楽し
いお勧めの一枚。アランは 1985 年以来、ニュークイッ
クシルバー、サードタイム・アウト、ルー・リード＆カ
ロライナ、そしてブルーリッジ、いずれも話題になりな
がら長続きはしなかったものの、その間に残した有名な
ソロの数々はタブ譜集『Alan Bibey』( 下記参照 ) にもなっ
ている。そして 2006 年 12 月以来、グラスタウンで活躍、
2007 年には SPBGMA 最優秀マンドリンにも選ばれてい
る。アランと同じノースカロライナ生まれのウェインは
1989 年、10 代のときにスコット・ベンソンに誘われて
ライブワイアーに参加、1993 年からアランに代わって
サード・タイム・アウトに就職、2004 年ジョン・カウワン・
バンドに移籍するも 2007 年、ふたたびサードタイムア
ウトに戻り現在に至る。なお、グラスカルズのバンジョー
奏者クリスティン・スコットは妻である。

AB-TAB ALAN BIBEY『AcuTab Transcriptions, 
Vol. I』Tab-Book¥1,575-（絶版につき限定超特価）
　ハーシャル・サイズモアや故デンプシー・ヤングらに
よって道が創られた、バージニアやノース・カロライナ
地方の「からり」と晴れたようなサウンドが身上のブ
ルーリッジ系マンドリンの第一人者、アラン・バイビー
がサード・タイム・アウト時代を中心に残した録音から
19 曲の間奏をタブ譜にしたもの。Key of B や Bb、E な
どの典型的なブルーリッジ系マンドリンの処理の仕方が
学べる実戦向きタブ譜集。現在この TAB 譜対応 CD の
BOM 在庫はルー・リード＆カロライナ『Carolina』の
み（収録譜は Blue Kentucky Wind/Handsome Molly/
God Loves His Children/I'd Miss You/Her Memory's 
Bound To Ride の５曲）。なお、サードタイム・アウ
トのデビュー作『IIIrd Tyme Out』と二作目『Puttin' 
New Roots Down』、それにジミー・グドローが台頭し
てくる若手マンドリン奏者たちのショーケースとして制
作した CD『Mandolin Artistry, Vol. 1』の三枚が入手可
能ですのでオーダーを承ります。

DS-012 BYRON BERLINE『Jammin' with 
Byron』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Brighton's Breakdown/Cattle in the Cane/Denver 
Bell/Charmaine/Hamilton County Breakdown/Leather 
Britches/Amazing Grace/Wild Fiddler's Rag 他全 22 曲
　1960 年代後半、ブルーグラス・フィドルにテキサス・
フィドルのスタイルを持ち込んだバイロン・バーライン
最新作。とにかく無類のジャム好き、フィドルを弾いて
いれば、そして横にビールがあれば、それだけで幸せ一

杯といった風のバイロン、自身のバンド、ジョン・ヒッ
クマン (bj) や、クラレンス・ホワイトをベースにした楽
しいギターを弾くジム・フィッシュ (g)、セカンド・フィ
ドルにはグレッグ・バージェスを配し、もちろんマンド
リンも弾きながらオリジナルのビル・モンロー風フィド
ルインストの１曲目からバイロン流の息づかいで弾きま
くる。"Cattle in the Cane" や "Leather Britches" などの
トラッド、"Cotton Patch Rag" や "Twinkle Little Star"
などのテキサススタイル、「シャルメイン」や "Denver 
Bell" などのケニー・ベイカー由来の曲などのフィドル・
スタンダード 12 曲と、ボーランのリズムを取り入れた
ケルトっぽい "Festival Hornpipe" ほか、リールやワルツ、
ラグなど、これぞバイロンといった美しい流れのオリジ
ナル 10 曲。曲によってはピアノやスティールギター、
スネアドラムなども参加、ゲストにはアラン・マンデが
５曲ほか、ビル・エマーソン、デビッド・グリア、アル・
パーキンス、イェン・クルーガーなどが１曲ずつ参加
している。2010 年のウエストコースト・ブルーグラス・
ヒット曲集『Runaway』や 2011 年のビル・モンロー追
悼集『Thanks Bill Monroe』につづいて発表された最新
作、たしかに１作ずつの精度よりは、「弾きたい！」と
いう思いを溢れさせた作品群。バイロン、まだ 68 歳、フィ
ドルが大好きといった音とバリバリのバイロン節が嬉し
い。

RCSI-1086 JIM HURST『Intrepid』CD¥2,573-
( 本体 ¥2,450-) 
Long and Lonesome Old Freight Train/Papa's Knee/
Open G Medley/Long Black Train/Lock on Me 他全 13
曲
　デビッド・グリスマン親子との『Folk Jazz Trio』(2011)
のすばらしいギターがまだ耳に残るジム・ハーストの最
新作は大胆 (Intrepid) にもソロボーカル集（ギター奏者
としての知名度が高いのでインスト新入荷で紹介しま
す）。クレア・リンチ・バンドをはじめ、長年サイドマ
ンとして活躍してきたジムは、「これまで、自分自身の
サウンド作りはしたことがなかった。今回は初めて、清
水の舞台から飛び降りる思い……」という。それだけ丁
寧に、ギタリストとしてのアイデンティティも失わず
にボーカルのバックや感想ではきっちりギターを聴か
せる。ルイーザ・ブランスコム作のブルージーな "Long 
Black Train" や、両親が書いた唯一の曲というとても
優しい "Through the Garden" から、アイドルだった
ジェリー・リードの "Lock On Me" など、さらにインス
ト "Open G Medley" には "Buffalo Gals"、"Gold Rush"、
"Groundspeed" が収められ、つづく真夜中にギターと話
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しながら作った "Impressions"……。ジムの人柄そのま
まのアカペラヒム "Just As I Am" を例に挙げるまでも
なく、スターシンガーにありがちな押し付けがましさは
微塵もなく、ギターと自分の正直な姿を見せてくれる。
最後の１曲 "He Makes You Strong" のみ、アマンダ・ス
ミスとアリス・ベスタル、友人のご夫人ふたりとバスボー
カルのシェルトン・フィーゼルを迎えた四重唱。ジムの
ギターを未経験の人には、上記のデビッド＆サム・グリ
スマンとのギター／マンドリン／ベースのトリオ『Folk 
Jazz Trio』(ACD-76 ¥2,573-) を大推薦 !!

PCP-12001 CARL JACKSON『Grace Notes』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Amazing Grace/Life's Railway to Heaven/What a Friend 
We Have in Jesus/I'll Fly Away 他全 12 曲
　スリーフィンガーピッキンに関しては、圧倒的なキャ
リアを誇るカール・ジャクソン。これまでに出会った思
い出深いギターを１本ずつ 12 曲、１曲ごとにギターを
介したエピソードを語りつつ、有名ゴスペル曲をフィ
ンガーピッキンする暖かいギターインスト集。1971 年、
高校生のときにジム＆ジェシーをバックに発表したデ
ビューバンジョーアルバム『Bluegrass Festival』が衝
撃的で、つづくグレン・キャンベル・バンドにいるとき
に『Banjo Player』(1973) を発表、オリジナルはもちろ
ん、その "Orange Blossom Special"（ビル・モンローの
ビーンブロッサム・ライブにも収録）に度肝を抜かれた
バンジョーピッカー数知れず、その超ハイレベルな指に
は定評がある。そののち、『Old Friends』(1978) で「南部」
をことさらに意識したシンガーソングライターとして大
転進、アールに捧げた『Banjo Man: a Tribute to Earl 
Scruggs』(1981) をはさんで、エミルー・ハリスらと『Songs 
of the South』(1982) を発表、シングルでカントリーヒッ
トも記録しながら 1991 年にエミルー・ハリス＆ナッシュ
ランブラーズをバックにジョン・スターリングとのコン
ビ『Spring Training』でグラミー受賞。そののちはプ
ロデューサー／ソングライターとして、2003 年にはジョ
ニー・キャッシュやジェイムズ・テイラー、ドリー・パー
トンやアリソン・クラウスらを迎えたルービン・ブラザー
ズに捧げる『Livin', Lovin', Losin': Songs of the Louvin 
Brothers』(2003) でグラミー受賞、また最近作は、マー
ク・トウェインを題材にした２枚組 CD『Mark Twain: 
Words & Music』(2011) で、マーク・トウェイン役にク
リント・イーストウッド、ハックルベリー・フィン役に
ジミー・バフェットを配し、エミルー・ハリスやビンス・
ギル、シェリル・クロウやロンダ・ビンセントらがブルー
グラスを演じた作品をプロデュース。今年９月に還暦を

迎えるアーティスト、カール・ジャクソンの愛情タップ
リ、1800 年代中期製のマーティン・パーラーギターか
ら 2012 年製のレコーディングキング・パーラーギター
まで、マーティンが主ではあるがさまざまなギターを、
生指で弾いて聴かせるそれぞれのギターのキャラクター
が楽しいギターインスト作品である。

 各楽器別お勧め作品 
（楽器奏法や教則、また CD に関してはミュージシャン
歴豊富なスタッフがアドバイス、また楽器につきまして
は、本体やパーツなど、各種取り扱っています。お気軽
にお問い合わせください） 

■ギター
PATUX-176 JORDAN TICE『Long Story』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　ジョーダン・タイス、20 歳にして２枚目、2009 年作
のフラットピッキン・ギター・アルバム。見事なフィドル・
チューンから新世代のインストまで、圧倒的なテクニッ
クと感性でメロディーを肉付けしていくバンドは、ノー
ム・ピケルニー (bj)、ケーシー・ドリーセン (f)、アンディ・
ホール (d) の若者スーパーピッカーと、マーク・シャッ
ツ (bs)。どれもが自然な流れでブルーグラス的であるの
は、おそらく幼いころからフェスにどっぷり浸かった賜
物か。バイオに曰く、「ブルーグラス家庭に育ちながら
ロック以外に興味をしめさなかった彼が 15 才の夏突然、
87 年のベラ・フレック "Drive" と 89 年のストレングス・
イン・ナンバーズの音楽にのめり込んだ……」のだとい
う。2005 年のデビュー作『No Place Better』(Patux-126 
¥2,573-) と 2011 年 の 最 新 作『The Secret History』
(PATUX-230 ¥2,573-) もある。

COMP-4459 RUSS BARENBERG『When at 
Last』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ラス・バレンバーグ 2007 年夏発表の最近作、ソロと
しては 88 年『Moving Picture』(ROU-0249 CD¥2,573-)
以来、ほぼ 20 年ぶり。ここでもカリプソ調からアパラ
チアン、ニューイングランド、ブルース、ケージャン、
さまざまな音楽の要素を昇華、見事なメロディーを紡ぎ
だしつつ、気色いいルーズなリズムに乗って、アコース
ティック・ファンを癒してくれる。50 代半ばらしい大
人のアコースティックだ。マーティンが登場せず、ギブ
ソン J-45 を愛しつづける姿勢もいいねぇ。……いい顔に
なってるねぇ。

■バンジョー
（ムーンシャイナー連載のチチ松村「バンジョー祭り」、
世界のバンジョー音楽をお見逃しなく !!）
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G T7-2151 A L L E N S H E L T O N『A t H i s 
Best, Bending the Strings and Other Great 
Instrumentals』CD¥1,365-（本体 ¥1,300-）
　2009 年 11 月 21 日他界したバンジョー奏者、アレン・
シェルトンを悼んで 2010 年に発表されたスターデイお
宝録音 10 曲集。もちろん、あのチューナー多様の大名
曲 "Bending the Strings" をはじめ、２曲のジム・イー
ンズでの初期録音を除いてジム＆ジェシーとの 70 年代
のアテイラム録音をメインにした名録音集。ドブロ・バ
ンジョー曲が４曲含まれる 10 曲だが、端正なスクラッ
グス・スタイルのスリーフィンガーにドン・レノ的な選
曲／メロディセンスを加味、ブルーグラス・バンジョー
の歴史に名を残す偉大なアレン・シェルトンのノウハウ
が楽しめる。ムーンシャイナー 2010 年２月号に追悼特
集「シェルトンのヒ・ミ・ツ」、３月号に典型的なシェ
ルトン・ロールをタブ譜などで紹介した「シェルトン美
学」などの特集もご参照ください。

■マンドリン
BG-1901 ASHBY FRANK『First Crossing』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　16 歳の 1999 年、若くしてマールフェスとゲイラック
スのマンドリン・チャンピオンとなり、大きな話題と
なったアッシュビー・フランク。同年、ルー・リードの
プロデュースとギターと数曲で歌に、ステュアート・ダ
ンカン (f)、バリー・ベイルズ (bs)、ロブ・アイクス (d)、
ケニー・スミス (g)、ジーナ・ブリット、アラン・オブ
ライアン (bj) といった超一級に囲まれた秀作である。ビ
ル・モンローの未発表インスト "Tombstone Junction"
やボビー・オズボーンの煙に巻く "Sure Fire"、トラッド
"Soldier's Joy" や "Goin' Across the Sea" などにマール・
ハガードの "Somewhere Between" やウディ・ガスリー
"Philadelphia Lawyer" など、バランスの取れた作品にし
ている。ナッシュビルの若手スーパーピッカー集団、マッ
シュビル・ブリゲードのメンバーで現在 29 歳、これか
らのミュージシャンである。

■フィドル
BACM-215 FIDDLIN' ARTHUR SMITH『Give Me 
Old Time Music』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
Spring Street Waltz/There's More Pretty Girls Than 
One/Sweet Heaven When I Die/Beautiful Memories/
Beautiful Brown Eyes/Crazy Blues 他全 24 曲
　メロディを「ロンサム」に装飾するアメリカのフィド
ル・スタイルにもっとも大きな影響を与えたフィドリ
ン・アーサー・スミス (1898-1971) の 1930 年代後半の録
音集。たとえば、1931 年の「砂に書いたラブレター (Love 

Letters in the Sand)」などに見られるメロディ／コード
感覚と微妙なスラーはそののち、チャビー・ワイズをは
じめジム・シューメイトやベニー・マーティンらに受け
継がれ、ブルーグラスを核としたアメリカン・フィドル・
スタイルを形成していく。本作全 24 曲には 1935 ～ 37
年のデルモア兄弟のギターとテナーギター／ボーカルが
11 曲、1938 年のハウディ・フォレスターのセカンド・
フィドルとバージル・アトキンス (bj)、ビリー・ボイド
(g)、ジョー・フォレスター (bs) が３曲、そして 1940 年
の録音にはビル・モンローのブルー・グラス・ボーイズ
からのクライド・ムーディ (g) とビル・ウェストブルッ
ク (bs) との３曲、そして 1946 年ジミー・ウェイクリー
と彼のスウィングバンドをバックにしたラジオ・トラン
スクリプションが７曲。ブルースやジャズをまとったポ
ピュラー音楽の影響を受けつつも、南部アパラチア系の
田舎音楽をベースにしたセンスが絶妙な味わいを醸しだ
す、すばらしい記録である。と同時に、ノスタルジック
な「フィドル」の響きが堪能できるロマンチックな作品
である。

■ドブロ
PATUX-210 DARREN BEACHLEY & LEGENDS 
of the POTOMAC『Take Off』CD¥2,573-（本体
¥2,450-）
　昨年末亡くなったマイク・オルドリッジが最後に在籍
したバンド、ダレン・ビーチリーとリジェンド・オブ・
ポトマック、2010 年のデビュー作。ドイル・ローソン
＆クイックシルバーでリード・ボーカルとして活躍した
ダーレン・ビーチリーがベテランのノーマン・ライト (m)
やマーク・ディレイニー (bj) らと、「DC グラス」伝統の
モダンなブルーグラス。それにしてもマイク、ドブロの
トーンを聴いただけで「マイク！」と分かる、そしてい
つでも気を抜かない、そのミュージシャンシップには感
動。ムーンシャイナー 2013 年２月号で追悼大特集。

 オールドタイム＆フォーク新入荷
COMP-4598 HEIDI TALBOT『Angels Without 
Wings』CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-) 
Wine and Roses/Dearest Johnny/New Cajun Waltz/
When the Roses Come Again/Arcardia 他全 11 曲
　BBC 放送が「フルートのような声はまさに楽器だ」
と評するアイルランドのキルデア州出身の 32 歳、ハイ
ジ・タルボット。夫のスコティッシュ・フィドラー、ジョ
ン・マッカスカー（バトルフィールド・バンド）のプロ
デュースで、ティム・オブライエンやジェリー・ダグラ
ス、マーク・ノップラーらをゲストに、トラッドフォー
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クのメロディを念頭にあたらしく創られた彼女の曲を中
心に聴かせる。高校を卒業後ニューヨークに渡り、21
歳のときにアメリカの女性スーパーアイリッシュバン
ド、チェリッシュ・ザ・レディーズ (1985-) に参加、そ
ののち 2004 年にジョン・ドイルのプロデュースでコン
パスからダーク・パウェルやレイナ・ゲラートら、オー
ルドタイマーらとソロ『Distant Future』を発表、その
次のアルバム『In Love and Light』(2008) でインディー
ズの最優秀アコースティックアルバム賞を獲得してブレ
イク、翌年にはアイリッシュ・アワードで最優秀女性ボー
カリストにノミネートされるトップアーティストとなっ
ている。現在は夫とスコットランドのエジンバラ在住と
いう。アイリッシュの清涼感は、バタ臭いアメリカンと
はエライ違いで、なんと日本人好みなんだろう。うらや
ましいね……。

 オールドタイム＆フォークお勧め作品
COMP-4580 V .A .『Pa 's F idd le P r ime r』
CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ムーンシャイナー２月号「アパラチアのオールドタイ
ム音楽④」で紹介したローラ・インガルス著『大草原の
小さな家』に登場する音楽を集めた作品シリーズ「Pa's 
Fiddle Project」。ローラの「とーさん」チャールズ・イ
ンガルスがオールドタイム・フィドラーだったことから、
故ブッチ・バルダサリやマット・コムらナッシュビルの
一級ミュージシャンたちがオールドタイム・レパート
リーを最先端の音質とタッチで品良く演じるシリーズ３
作品からのベスト集。オールドタイム音楽がすべからく

「生々しく（ロウ）」なければならない訳はなく、このよ
うに 19 世紀の音楽が現代風の落ち着いた音とアレンジ
で楽しめるのもすばらしい。ホンマ、お勧め !!

BOOK-48 TOM PIAZZA『The Sou the rn 
Journey of Alan Lomax:Words,Photographs and 
Music』Book+CD ¥4,515-( 本体 ¥4,300-、134
頁ハードカバー写真集 )
　われわれが愛してやまないアメリカ南部ルーツ音楽、
ブルーグラスもジャズも、そこに生活した人々と土の中
から生まれるべくして生まれた音楽である。そんなルー
ツ音楽が商業発展をはじめた同時期、ラジオやレコード
という文明の利器に「毒」される一歩手前の姿（音源と
写真）を、アメリカ国会図書館に収めたアラン・ロマッ
クス。その彼が 1959 年と 60 年、初めてドイツ製マイク
にステレオ・レコーダーを持ってバージニア、ジョージ
ア、アラバマ、ミシシッピー、ケンタッキー、テネシー
を訪ねて、アパラチアン・トラッド、オールドタイム、

カントリーブルース等々、貴重な音源のフィールド採集
／録音の旅、「サザン・ジャーニー（南部旅行）」の様子
を、当時の貴重な写真と選びぬかれた音源と共にトム・
ピアッザが纏め上げた力作。写真に残された南部の人た
ちの生活、表情から「音」が聴こえてくるアメリカ南部
音楽ファンに、そのより深い理解への大きな助けとなる
強力お勧めです。ホンモノのフォーク（民の）ソングが
どういう意味なのか、レッドベリーを発掘、ウッディ・
ガスリーやピート・シーガーの活動を支え、60年代フォー
ク・リバイバルに多大な影響を与えたアラン・ロマック
スがその根っこを見せてくれる秀作である。

 カントリー新入荷
NONE534285 EMMYLOU HARRIS & RODNEY 
CROWELL『Old Yellow Moon』CD¥2,573-( 本
体 ¥2,450-) 
Hanging Up My Heart/Invitation to the Blues/Spanish 
Dancer/Bluebird Wine/Blue Rider 他全 12 曲
　1975 年の実質的なデビュー作『Pieces in the Sky』の
１曲目に抜擢したロドニー・クロウェルとの初の公式
デュオアルバムは、その曲 "Bluebird Wine" を含めて４
曲のクロウェル作品と、ロジャー・ミラー "Invitation 
to the Blues"、アレン・レイノルズ "Dreaming My 
Dreams"、ハンク・ディビート "Hanging Up My Heart"
など、ステュアート・ダンカン、ビンス・ギル、ビル・
ペインら錚々たるバックアップを配したストレートカン
トリー作品。セルダム・シーンも誕生したワシントン
DC 郊外のブルーグラスのライブハウスから、グラム・
パーソンズに認められて西海岸 L.A. で開花した新時代
の女性カントリーシンガーのトップランナー、カント
リーの魂を都会のインテリ女性からの視点で捉え、その
音楽性をリベラルに体現したことでオーガニックな音楽
であるブルーグラスにも大きな影響を与えたすばらしい
シンガー、エミルー・ハリスの最新作。2000 年にノン
サッチ（こんなんあれへん）レーベルに移ったのち発表
したアルバム三作とも、ビルボード・カントリーチャー
ト６位以内という、1980年代半ばからの低迷を抜け出し、
あたらしい聴衆にも迎え入れられているエミルー・ハリ
ス、すごいアーティストになりましたね。

WB-533994 ASHLEY MONROE『Like A Rose』
¥2,363-( 本体 ¥2,250-)
Like A Rose/Two Weeks Late/Used/Weed Instead Of 
Roses/You Got Me/Morning After/Monroe Suede/She's 
Driving Me Out Of Your Mind/You Ain't Dolly.
　エミルー・ハリスとクレア・リンチをよりバーサタイ
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ルにしたような歌の巧さのアシュリー・モンロー最新作
はビンス・ギルのプロデュースで、バックには 18 サウ
ス（エイティーンサウス＝ジョン・ランドールやマイク・
バブ、ガスリー・トラップらのロカビリーバンド）など
も参加、カントリーを大きく捉えるビンスならではの
プロデュースで、「カントリーとはかくあるべきだ」と
いった感のすばらしいアルバムだ。１曲目のタイトル曲
は、５年もお蔵入りしていたというガイ・クラークとの
共作、そして最後９曲目の "You Ain't Dolly" はブレイ
ク・シェルトンとのデュエットで折り目正しいホンキー
トンク男女デュオで締めてくれる、スキのないすばらし
いカントリー作品に仕上がっている。2008 年、ロック
アイコンのジャック・ホワイトとブルーグラスアイコン
のリッキー・スキャッグス、そしてオールドタイムアイ
コンのダーク・パウェルといった凄いメンバーをゲスト
に迎えたナッシュビルのロックバンド「ラカウンターズ」
の "Old Enough" という曲に抜擢されたアシュリー、そ
れも空港でジャックに「昨日オープリで見たよ」からは
じまったというラッキー娘。しかしそののち、メジャー
レーベルとの調整がうまくつかずに、ソロとしては足踏
みをしていたものの、ようやく陽の目を見たという本作。
13 歳のときにがんで亡くした父親はカーター・ファミ
リーに連なる一族という、久々の大物女性カントリーシ
ンガーの登場を思わせる……その声と順応性を聴けば、
分かる。

SHBT-014 LYNN ANDERSON『Cowgir l』
CD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
If I Had My Boots/Bad Cowboy/I Rode in As a Stranger/
All Hat & No Cattle/Bull Rider 他全 12 曲
　今や女性カントリーの大御所、リン・アンダーソン
(1947-)、2005 年の『Bluegrass Sessions』につづいて翌
年に発表された「カウガール」をテーマにしたウエスタ
ン作品が、近年のレコード業界の流通不全も影響して今
ごろ新入荷してきた……。1970 年に発表された「ローズ・
ガーデン」が大ヒット、わたしなんぞは南沙織で覚えて
いるけど……!?　いわゆる 70 年代のポップカントリーの
寵児で、その分、大御所といわれてもピンと来ないけれ
ど、両親ともにカントリーソングライターとして活躍し
たというサラブレッド。本作品はそんな父親ケイシー・
アンダーソンがプロデュースしたという、2008 年にウェ
スタン・ヘリテージ・アワードを受賞した作品。なお、
2010 年発表の通算 33 枚目のスタジオ作品で、現在のと
ころ最近作『Cowgirl II』(SHBT-015 ¥2,573-) もある。

HS-1006 O'BRIEN PARTY OF 7『Reincarnation; 
The Songs of Roger Miller』CD¥2,573-( 本体

¥2,450-)
In the Summertime/Tall Tall Trees/Swiss Maid/You're 
My Kingdom/King of the Road 他全 11 曲
　1960 年代のカントリー界にあって異彩を放った偉大
なシンガーソングライター、ロジャー・ミラー (1936-1992)
の隠れた名曲を、ティムとモーリーのオブライエン兄妹
とその子供たち（ティムには男ふたり、モーリーには女
ふたりの子供）、そしてモーリーの夫リッチ・ムーアの
総勢７人のオブライエン組によるロジャー・ミラー曲集。
ロジャーが有名になった "Dang Me" や "Chug-a-Lug" な
どはあえて避けつつ、しかしロジャー・ミラー独特の社
会観や皮肉を見事に透かすような字あまり的面白さを見
事に表現尽くした、さすが現在ブルーグラス／アメリ
カーナ界最高のシンガーソングライター、ティム・オブ
ライエンの、ジョン・ガードナーのドラムス以外、ティ
ムとリッチがほとんどすべての音を創った、じつに楽
しいアルバムだ。ロジャー最大のヒット曲 "King of the 
Road" は、さすがに最終局面でアルバムに入れることに
したという見事なアレンジだ。

 カントリー発掘、編集モノ新入荷
OMN-101299 DON RICH『Sings George 
Jones』CD¥2,730-（本体 ¥2,600-）
The Race Is On/A Girl I Used to Know/White Lightning/
She Thinks I Still Care/Love Bug/Walk Through This 
World with Me/Too Much Water 他全 14 曲
　バック・オウエンズ (1929-2006) のバッカルーズを支
えた最高のギタリストにしてバックのハーモニーパート
ナーのドン・リッチ (1941-1974)。わずか 32 歳、バイク
事故でこの世を去ったドン、その未発表音源がバックの
金庫から発見された！……「それはここ数十年のカント
リー音楽界最高の発見の一つである」とまで言われる、
ドン他界からほぼ 40 年目にして初めて陽の目を見るド
ン・リッチ初のソロアルバムである。しかも、ジョージ・
ジョーンズ曲集 !!　カリフォルニア州ベイカーズフィー
ルドで醸成されたカントリー音楽は、ナッシュビル産の
湿り気のあるカントリーとは風合いの違う、またテキサ
スのシャッフルとも違う、サラッと乾いた手触りのあっ
さりとしたもので、ある評では、「シンプルなストーリー
ラインと口ずさみやすいコーラス、トワンギーなエレ
キ、しつこいほどのドラムのリズム、そして高く力強い
ドン・リッチとのデュエット！」ということになる。そ
れはパイオニアであるバックとドンが 1962 年のある日、
"You're for Me" の録音で示した、スネアドラムのシャッ
フルがタイトなハイハット――オフビートのアクセント
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がアグレッシブな半分のリムショットと半分のクリック
の――に、そしてウッドベースがエレベに取って代わっ
た（バック曰く）「フレイトレイン（貨物列車）」サウン
ドがはじまりだという。テキサス生まれでナッシュビル
で成功したジョージ・ジョーンズ (1931-) は、まさに湿っ
ぽいカントリーの代表格、そのヒット曲をベイカーズ
フィールドに乗せて歌い飛ばすという快作である。ドン
が 16 歳のときからふたりで創り上げてきた音楽、長ら
くドンの死に関して沈黙を守っていたバックはほぼ四半
世紀後、「誰にも言ったことがなかった、というよりも
言えなかったけれど、私の音楽はドンが亡くなったとき
に終わったのです。そう、わたしは存在し音楽をつづけ
ましたが、本当の喜びと愛、本当の稲妻と雷はあのとき
になくなったのです」と語っている。これはそんなドン
が 1970 年７月、ベイカーズフィールドのバック・オウ
エンズ・スタジオで収録したドンの 10 曲と、同時期に
バック・オウエンズ＆バッカルーズとして TV 番組『Hee 
Haw』のために収録されたバックの歌う未発表ジョージ・
ジョーンズのヒット４曲、のチョー貴重な合計 14 曲で
ある。

BACM-394 V.A『Classic Country Music on the 
Federal Label』CD-R¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　1950 年に米キング・レコードがサブ・レーベルとし
てスタートしたものの、短命だったフェデラルの珍しい
録音を集めたコンピレーション。レノ＆スマイリーが
バックアップサポートするトミー・マグネスの 4 曲ほか、
ビル・カーライルの５曲、コープ・ブラザーズのデュオ
４曲、フィドリン・レッド・へロンの４曲など、珍しい
1950 年代カントリー全 28 曲。

 カントリーお勧め作品
GTR-0301 SWEETHEARTS of the RODEO

『Restless』CD¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　ザ・バーズの 1968 年名作アルバムから名付けたその
名の通り、ウエストコースト風カントリーロックに乗っ
たユニークな姉妹デュオとして 1986 年のメジャーデ
ビュー以来、人気を博したカリフォルニア出身のジャニ
スとクリスティンのオリバー姉妹、1996 年のアルバム
から 16 年ぶり再結成。1977 年にバイロン・バーライン
率いるグラスロックのサンダンスのオープニングをつと
めたことから、ジャニスは当時 19 歳のビンス・ギルと
結婚（97 年に離婚）、クリスティンはギタリストのレオ
ナード・アーノルドと結婚、ふたり揃ってナッシュビ
ルに移ってからコロムビアからデビュー、1986 ～ 96 年
まで活躍。子育てなどに一段落した彼女らが、ベーシス

ト、デイブ・ポメロイとの共同プロデュースのもと、凄
腕ギタリストのケニー・ボーン、フライングブリトーズ
のアル・パーキンスやリック・ロナウほかをバックに、
"Midnight Girl / Sunset Town"、"Satisfy You" や "Blue 
to the Bone" などのかつてのヒット曲と最新曲を、さす
がのベテランの味わいで演じるカントリーロック秀作で
ある。

BACM-399 R I TA ROBB INS w i t h DON 
WINTERS & HAWKSHAW HAWKINS『Don't 
Take All The Love』CD-R ¥2,573-（ 本 体
¥2,450-）
　1950 年代の女性ボーカル……、そう、先ほど亡くなっ
たパティ・ペイジらと同様、張り（パンチ）のある力強
さと、まだ女性が愛らしかった時代 ( ゴメン !?) の甘っ
たるさとを兼ね備えた、これぞ「アメリカン・ガール」
といったリタ・ロビンズ (1932-)。ロカビリー旋風前夜、
1954 年にニューヨークのマンハッタンで録音された前
半７曲、そしてチェット・アトキンズをはじめ、トミー・
ジャクソン、ボブ・ムーア、オウエン・ブラッドリーほ
か、RCA レコードのセッションマンたちが、どーぞと
言わんばかりの分かりやすいメロディと詩に最上のクラ
シックカントリーフレーバーを振り掛ける（途中、ホー
クショウ・ホーキンスとの１曲、兄のドン・ウィンター
ズとの６曲のデュオ、そしてドンのソロが４曲入る）ナッ
シュビル録音が 19 曲集。１曲目のオズボーンズとレッ
ド・アレンもカバーした "If You Don't Somebody Else 
Will" から、もぅ、「戦後」というフンイキを知る人には
堪らないメロディと詩、そしてリズムとコーラス、高度
経済成長期の「アメリカン」……、とにかくノスタルジー
に浸る１枚。

KSCD-0306 MERLE HAGGARD『Today I 
Started Loving You Again plus Other #1 Hits』
CD¥1,365-（本体 ¥1,300-）
Branded Man/If We Make It Through December/I Take 
a Lot of Pride In What I Am/Legend of Bonnie and 
Clyde/Daddy Frank/Always Wanting You/It's Been a 
Great Afternoon/Honey Hungry(Mike Lunsford)/You and 
Your Precious Love(Mike Lunsford).
　マール・ハガードの 1968 年の代表曲をタイトルに、
同曲を含むナンバーワンヒット８曲に、何故かマイク・
ランスフォードの 1976 年ヒット２曲が付け加えられた
10 曲集。ま、自身の服役経験を書いた 1967 年の最初の
自伝的ヒット曲 "Branded Man" を含むマール・ハガー
ドのナンバーワンが８曲でこの値段ならお値打ちかな
……!?
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CW-TTJ1D THE TIME JUMPERS『Jumpin' 
Time』DVD¥3.308-( 本体 ¥3,150-)（約２時間）
　ナッシュビルのステーション・インで毎週月曜日に繰
り広げられる懐かしいカントリーウェスタンからカウ
ボーイ＆ヒルビリー・ジャズの大セッション、タイム・
ジャンパーズの超ハッピーライブ DVD 映像。ビンス・
ギルをはじめナッシュビルの超一流セッションマンが、

「ただ楽しみのために集まって」創る音楽には、たっぷ
りと愛情がこもっている。ゆったりと座って、ハッピー
なエンタメをお楽しみ !!

 映像ものお勧め作品
RCSI-1025D JIM & JESSE『Bluegrass Express 
featuring Bill Monroe & Bluegrass Boys and 
Lester Flatt & Nashville Grass』DVD¥3,308-
( 本体 ¥3,150-)
　超お勧め !!　1972 年、ブルーグラスがフェスの隆盛と
ともに米国で初めて注目を集めはじめたときに制作され
たすばらしい 30 分 TV 番組。ホストのジム＆ジェシー
にはビック・ジョーダン (bj)、ジム・ブロック (f)、キース・
マクレイノルズ (bs) で、ジェシーの凄いクロスピッキン・
インストを含む３曲。レスター・フラット＆ナッシュビ
ル・グラスはローランド・ホワイト (m)、ポール・ウォー
レン (f)、ハスケル・マコーミック (bj)、ジャック・マーティ
ン (d)、ジョニー・ジョンソン (bs) での３曲。そしてビル・
モンローのブルー・グラス・ボーイズにはケニー・ベイ
カー (f) とジャック・ヒックス (bj) にジョー・ステュアー
ト (g) とモンロー・フィールズ (bs)、ゲストにジェイムズ・
モンローで４曲。そしてレスター、ビルともにジム＆ジェ
シー１曲ずつの夢の共演。どーよ？　あのLP２枚組フェ
スライブ『Bean Blossom』が録音されたのとほぼ同時期、
第一世代ブルーグラスが絶頂期をキープしていたときの
超貴重ライブ、とても大切な 30 分 !!

COMP-4577D V.A.『Pa's Fiddle: The Music of 
America』DVD¥2,573-( 本体 ¥2,450-)
　2012 年１月６日、"Gum Tree Canoe"、"Gal I Left 
Behind Me"、"The Sweet By and By"、"Dixie / Battle 
Hymn of Republic"、"My Old Kentucky Home" ほか 14
曲、アメリカ人の心のふるさととも言える有名曲を軸に
19世紀の音楽をナッシュビルのラブレス・カフェで収録、
６月に全米公共 TV ネットで放映された特別企画番組

『Pa's Fiddle（とーさんのフィドル）』の DVD 盤。19 世
紀後半のアメリカ開拓を記録したローラ・インガルス著
の大ベストセラー『大草原の小さな家』シリーズ、フィ
ドラーで音楽好きなとーさん、チャールズのお気に入り

でインガルス家のみんなが楽しんだ（小説に登場する）
曲の数々をランディ・スクラッグスの音楽監督で現代風
に再現したもの。歌手はカントリーのランディ・トラビ
ス、ロニー・ミルサップ、ロドニー・アトキンス、新人
女性アシュトン・シェパード、クリスチャンコンテンポ
ラリーの女王ナタリー・グラント（ゴスペル音楽協会最
優秀女性ボーカルを今年含め３度受賞）、ブルーグラス
からリーとエレインのロイ兄妹、そして昨年ソニーから
デビューした黒人学生ア・カペラ・グループのコミッテッ
ドの全７組のシンガーが登場。バックアップにはこの日、
父アールが米寿を迎えていたランディ・スクラッグス (g)
がリーダー、ハートフォード・ストリングバンドのマッ
ト・コムのフィドルを中心に、シャド・コッブのクロウ
ハンマーバンジョー、フート・へスターのマンドリンに
デニス・クロウチ (bs)、チャド・クロムウェル (drums)。
７人のカントリーやポップ系のシンガーたちの個性を大
切にしつつ、19世紀のアメリカ、小説『大草原の小さな家』
に書き留められた家族の音楽を、音楽学者の解説で背景
を紹介しながら、現代風に紹介するすばらしい TV エン
タメ番組だ。

MP-0410 V.A.『Pioneers and Legends of 
Bluegrass』DVD¥2,573-（本体 ¥2,450-、カラー
55 分）
Mule Skinner Blues/Rawhide(Bill Monroe)/Folsom 
Prison Blues/Shuckin' the Corn(Lester Flatt)/That Silver 
Haired Daddy of Mine/Tis Sweet To Be Remembered 他
(Mac Wiseman)/Are You Washed in the Blood 他 (Lewis 
Family)/Hard Hearted/Paradise/Cotton Mill Man(Jim & 
Jesse)/500 Miles/I'll Stay Around(Bluegrass Alliance) 
他全 15 曲
　米国ブルーグラス界でさまざまな出来事があった1971
年夏、元気なビルモンやレスターほか、第一世代ブルー
グラスのトップアーティストたち、そしてまだ NGR 結
成寸前、19 歳のサム・ブッシュと 20 歳のトニー・ライ
スが参加するブルーグラス・アライアンスの２曲をはじ
めとした 40 年前の超お宝映像集 !!

CCD-DLCC1 DEL REEVES『Country Carnival 
#1』DVD-R¥2,573-（本体 ¥2,450-）
　1969 年から 70 年にかけて放映されたデル・リーヴズ
の TV ショーから、ゲストにはジェリー・リード、スキ
ター・デイビス、トム・T. ホール、ジニー・C. ライリー
ほかによる２時間 14 分。

BCSX-400 V.A.『Reno's Best of Bluegrass Box 
Set』DVD ４枚組 ¥4,725-（本体 ¥4,500-）
　ドン・レノの息子、マンドリン奏者のロニー・レノが
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製作／司会をした TV 番組シリーズ『Reno's Old Time 
Music Festival』から名演を選び、それぞれ DVD 作
品『The Best of Bluegrass』、『The Best of Bluegrass 
Gospel, Part 1』、『The Best of Bluegrass Legends』（マッ
ク・ワイズマン／オズボーン・ブラザーズ／チャーリー・
ウォーラー／レノ＆スマイリー／ビル・ハレル／ラルフ・
スタンレーのインタビューと演奏全 10 曲）、『The Best 
of Bluegrass Gospel, Part 2』として発売された４枚の
DVD をボックスセットにした廉価もの。「Legends」以
外はロンサム・リバー・バンド、エディ・アドコック・
バンド、ドイル・ローソン＆クイックシルバー、クレア・
リンチ、J.D. クロウ、ラリー・スパークスほか、30 アー
ティストによる全 59 曲のお徳用お楽しみ DVD ４枚組
セット !!

VES-13104D DAVID LAIBMAN『Guitar Artistry 
of David Laibman』DVD¥3,308-( 本体 ¥3,150-、
90 分 )
Nola/Red Carpet Rag*/Maple Leaf Rag*/Dallas Rag*/
Pandora's Rag*/Dill Pickles Rag 他全 14 曲
　1970 年、フォークウェイズ社からエリック・ショー
ンバーグとともに名盤『New Ragtime Guitar』を発表、
現代フィンガースタイル・ラグタイム・ギターの創始者
として知られるデイビッド・レイブマン。その彼が、ス
コット・ジョップリンやジェイムズ・スコット、ジョセフ・
ラムらのラグタイム・アレンジや自らのオリジナルを聴
かせ見せる（上記「* 印」を含む 14 曲の内 7 曲は DVD
に pdf ファイルとしてタブ譜が収められている）。また、
自身のギタースタイルやアレンジ手法などについて語る
インタビューもある。

RC-127D BLUEGRASS 45『That's the Time: 
1996 Reunion』DVD-R¥2,573-（本体 ¥2,450-、
カラー 43 分）
You'd Better Get Right/Little Maggie/Blues Stay 
Away from Me/Orange Blossom Special/Blue Moon of 
Kentucky/Sudara Breakdown 他全 11 曲
　1967 年、NY のフォーククラブを模した神戸元町の
コーヒーショップ「ロストシティ」で結成された６人組
のブルーグラス・バンド、ブルーグラス 45。メリケン
波止場の船員や米兵に人気を博し、1971 年６月から９
月まで、米国東部／南部とカナダをツアー、当時はじまっ
たばかりのブルーグラス・フェス・サーキットでセンセー
ションを巻き起こし、米レベル社から LP ２枚を発表、
帰国後解散したブルーグラス 45。1996 年春、前年の阪
神大震災を機に解散 25 年を記念してリユニオン・ツアー
したとき、カメラマンの吉田恒星が制作監督したライブ・

ドキュメント映像作品。恥ずかしながら、BOM スタッ
フふたりが参加。

 教則ものお勧め
　下記のほか、教則に関しては演奏レベル／ニーズに応
じて、ご相談ください。

RW-TAB ROLAND WHITE『Approach to 
Bluegrass Mandolin』CD ２枚組 +Book¥6,090-

（本体 ¥5,800-）
　ローランド・ホワイトのブルーグラス・マンドリン
入門教則 CD ２枚組＋ 60 頁タブ本。「キャベツ」から
"Jerusalem Ridge" までブルーグラス・スタンダードの
全 32 曲、その暖かい人柄に包まれながら、とてもおい
しいブルーグラス・マンドリンの本質を、初心者から中
級者までのレベルで学ぶことができる。

RW-CTAB CLARENCE WHITE『The Essential 
Clarence White Bluegrass Guitar Leads』102
頁 Book+CD ２枚組 ¥6,930-（本体 ¥6,600-）
　不世出の天才ギタリスト、クラレンス・ホワイトの教
則本が兄、ローランド・ホワイトとその妻ダイアン・ボ
ウスカの手によって完成。クラレンスの奏法の基礎と
なったクロスピッキンを 14 曲、みっちり学べる秀作。
14 曲のオリジナル録音 CD と、ローランドやミッシー・
レインズ (bs) によるリズム・トラックのカラオケ CD の
２枚組、そして各曲ごとにスティーブ・ポティアとマッ
ト・フリナーによる詳細な技術解説と楽譜とタブ譜。ま
た、本書にローランドが書いたホワイト家とクラレンス
や家族、そしてその音楽軌跡は、ムーンシャイナー誌
2009 年３月号から 10 月号まで、８回の連載で翻訳され
ている。

 楽器、その他……
MISC-0017 KEITH TUNER スタンダード D
チュー ナー２本組 ¥32,550-( 本体 ¥31,000-) ( ス
テンレス・スチール )
MISC-0018 KEITH TUNER ゴールド スタン
ダ ー ド D チ ュ ー ナ ー ２ 本 組 ¥43.050-( 本 体 
¥41,000-) ( 金メッキ・ステンレス・スチール )
 ４弦または１弦用キースチューナー　¥16,275-( 本体
¥15,500-)(1 個 ) 特注　納期 2-3 週間、エレキギターのシ
フト用も特注あずかっています。 また Keith Tuners 部
品も各種そろっています。またキース・チューナの基本
オーバーホール ¥7,350-（税込み）。

● CB-320 『F マンドリン用ケース』¥6,825-( 本
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体 ¥6,500-) 
● CB-360 『ドレッドギター用ケース』 ¥7,350-
( 本体 ¥7,000-)
●CB-367 『オープンバックバンジョー用ケース』 
¥7,350-( 本体 ¥7,000-)
● CB-369 『バンジョー用ケース』 ¥7,350-( 本体
¥7,000-)
 春です !! 野外コンサートの季節です、ボウルダー・ブラ
ンドのアルパイン・シリーズ、お手頃価格のブルーグラ
ス用ギグ・バッグが勢ぞろいです。スマートなデザイン
と持ちやすさ、担ぎやすさは抜群、恥ずかしながら、わ
たしもよる年波には勝てず、とても気に入って愛用して
おります。外から見ても、「お、バンジョ !」とか、「お、
F タイプ」とか分かるのも、くすぐるね。色はそれぞれ、
フォレストグリーン（緑）、ネイビーブルー（青）、タン

（黄褐色）の三種類。( マンドリンのタンのみ品切れ中 )
ちなみに米国製、高級ギグバッグの「コロラドケース」、
ギターとマンドリンの在庫がありますので、興味のある
方はお問い合わせください。

●　 リ ー ガ ル・ ド ブ ロ　RD-40 VS　 定 価　
¥89,250-( 本 体 ¥85,000-) → ¥75,863( 本 体
¥72,250-)
Regal RD40VS Squareneck Dobro Guitar - Traditional 
Series, square neck, spruce top, mahogany back & 
sides, 1930s California-style body shape, original 
peghead inlay design pattern in abalone and mother-
of-pearl, Power Reflex sound chamber. Finish: Vintage 
Sunburst
エントリー・モデルとしては充分すぎるスクエア・ネッ
クのリーガル社製ドブロです。別売のスティーブンス
社製のドブロ・バー (MISC-F3304 ¥2,100) と厚手のアイ
ボロイドのサム・ピック (M サイズ MISC-GP11 ¥210-)
と戦前ナショナル復刻のフィンガーピック (MISC-NP2 
¥315-) があれば気分はジェリー・ダグラス、アンクル・
ジョッシュ、マイク・オールドリッジ、ロブ・アイクス
ETC. ギグバッグ付

●ケンタッキー・マンドリン　model:KM-805 
Artist F-model Mandolin　¥152,250-( 本 体
¥145,000-) → ¥129,413-( 本体 ¥123,250)
　フラットマンドリンのスタンダード、ギブソンの F-5
コピー・モデルの中では高い信頼を持つケンタッキー・
ブランドの御手軽モデル。ネックのジョイント部分等、
伝統的なギブソン F-5 モデルに準じたデザインで、作り
にこだわって製作されています。サム・ブッシュの愛器
を模したブロック・インレイを採用、フラット・マンド

リンらしい三角ネックで立ち上がりの良い音質は弾き込
むに従って馴染んでくる事が期待できます。ライトケー
ス付

 輸入雑誌
（以下の 4 誌は英語版で、共にバックナンバーも豊富に
取り揃えています。気になるアーティスト等の特集等に
ついてはお問い合せ下さい。…調べる＆知るの面白さを
いかがですか）

■フラットピッキン・ギター誌
　隔月刊の掲載全タブ譜対応 CD 付きフラットピッキ
ン・ギター誌。ブルーグラスからスウィング／ジャズま
で。一冊でさまざまな奏法が学べる。

FGM-17.3 最新「2013 年 3 ～ 4 月号」CD 付き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）
　ランブリン・ジャック・エリオットをカバーストー
リーに、22 歳のスーパーピッカー、クリス・ラケット
特集と "Down in the Willow Garden" タブほか、ジョー・
カーはフラット＆スクラッグスとメイベル・カーターの
"False Hearted Lover"、ダン・ハッカビーは初心者向け
トニー・ライス風 "Why Don't You Tell Me So"、スティー
ブ・カウフマンは聖パトリックを祝してブロムバーグか
ら学んだという "Rights of Man Hornpipe"。ジョン・カー
リニは "Bolero"、オリン・スターはジャック・エリオッ
ト風 "Roving Gambler"、マイケル・マダックスのハイ
ポジにおける練習と"Bill Cheatham"、スティーブ・ボティ
アはビル・モンローの "Crossing the Cumberland" ほか、
フラットピッキンギター上達にいたるヒントやタブ譜が
音源とともに満載。

FGM-17.2 「2013 年 1 ～ 2 月 号 」CD 付 き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）
　マーシー・マークサーをカバーストーリーに彼女の
"Girl Django" ほか、ギター修理のマーカス・イングスト
ロム、タブ譜はクレイグ・バンスのドロップ D フィドル
チューン "Duck River"、ジョー・カーは "Blue Monk"、
スティーブ・カウフマン"Temperance Reel"、ジョー・カー
リニはなんと "Bolero"、ジェフ・トロクスェルはマット・
フリナー作 "Black's Fork"、ディックス・ブルースは
Key of D の "I Am a Pilgrim"、スティーブ・ポティアは
クラレンスも顔を出す "Pain In My Heart" ほか、右手の
アタックを強くする練習タブや左手のフィンガーボード
習熟タブなど、フラットピッキンギター上達にいたるヒ
ントやタブ譜が音源とともに満載。

FGM-17.1 「2012 年 11 ～ 12 月 号 」CD 付 き
Book¥2,625-（本体 ¥2,500-）
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　現在、グリーンカーズのギタリスト、カール・ミナー
をカバーストーリーと "Little Applegate Road" ほか、プ
レストン・トンプソン・ギター紹介、元ホットライズの
チャールズ・ソウテルの思い出、ウィンフィールド 2012
の特集ほか。定期コラムでは 12 月らしく "Silent Night"、
"It Came Upon A Midnight Clear"、"Greensleeves(What 
Child Is This)" などのクリスマス曲、そして "Under the 
Double Eagle"、"New Camptown Races" ほかのタブ譜
満載。

　バックナンバーが品切れになりつつあります。現在庫
は以下のとおりです。発行月とは無縁のギター教則モノ
としてぜひお手許に !! 各 CD 付 ¥2,625-

2006 年 7/8 月 号 (FGM-10.5)、2007 年 1/2 月
号 (FGM-11.2)、2008 年 3/4 月号 (FGM-12.3)、
2009 年 7/8 月号 (FGM-13.5)、2009 年 11/12 月
号 (FGM-14.1)、2010 年 1/2 月号 (FGM-14.2)、
2010 年 3/4 月 号 (FGM-14.3)、2011 年 5/6 月
号 (FGM-15.4)、2011 年 7/8/ 月号 (FGM-15.5)、
2011 年 9/10 月号 (FGM-15.6)、2012 年 5/6 月
号 (FGM-16.4)。

【バックナンバーピックアップ】
FGM-14.1 Flatpicking Guitar Magazine「2009
年 11 ～ 12 月号」CD 付き Book¥2,625-（本体
¥2,500-）
　サム・ブッシュ・バンドのスティーブン・モウジンの
カバーストーリーと "My Home Across the Blue Ridge 
Mountains" と "Come Back Davy..." のタブ譜ほか、ドー
グ風 "Dawgapelli"、テキサス "Maiden's Prayer"、初心者
"Christmas Time's Coming"、スティーブ・カウフマン
"Greensleeves"、ジョン・カーリニ "Oh, Lade Be Good"
のコード、"Red Haired Boy" や "President Garfield's 
Hornpipe"、また 12 月号らしく "Joy to the World"、
"Silent Night"、"Christmas Song" などのクリスマス曲ほ
か、ジプシー・ジャズも含んでタブ譜満載の 80 頁。

■バンジョー・ニューズレター誌
　世界唯一のバンジョー専門月刊誌。毎号タブ譜満載

（ウェブサイトから「MP3」で音源入手可 !!）、バックナ
ンバーもお問い合せ下さい。探しておられるタブ譜の曲
名や演奏スタイル、またお気に入り奏者の特集も探しま
す。収蔵曲の CD や DVD なども在庫していますので、
お問い合わせください。

BNL-13/02 最新 2013 年 2 月号 ¥525-
　2011 年の IBMA 最優秀バンジョー奏者で、ただひと

り最優秀フィドル奏者も獲得しているロン・スチュワー
トのカバーストーリーとタブ譜は "Crawford County"、
ロジャー・シミノフによる「プリウォーサウンド part 2」
はアール・スクラッグスの右手のアタックに関する考
察、初心者は「知っておくべき 10 のリック」、トム・ア
ダムズは「タブを書こう !?」、ジャネット・デイビスの
バックアップは "America the Beautiful" をネタにセブン
スコードの使い方、アール・スクラッグスは先月に続い
てジャムでの "Walking the Floor Over You" ほか、クロ
ウハンマーと、今月は 1868 年のクラシック・バンジョー
に挑戦など、バンジョーに関する話題満載 40 頁。

BNL-13/01 2013 年 1 月号 ¥525-
　懐かしや！アンディ・オウエンズと来日したジェフ・
スロギンズのカバーストーリーとタブ譜は "Woodland 
Arch" と "Boundary Hunter"、そのほかアール・スクラッ
グスはシラブルで弾く "Walking the Floor Over You"、
ハーモニー研究「枯葉③」、トム・アダムズは「発見さ
れるのを待つ音たち」と題したちょっとしたアイデア集、
バックアップは "Old Spinning Wheel"、初心者コーナー
はコード進行のパターンリストほか、オールドタイム・
コーナーと、バンジョーに関する話題満載 40 頁。

BNL-12/12 2012 年 12 月号 ¥525-
　フィールド・レコーディングの研究家でフォーク・
バンジョー奏者のスティーブン・ウエイドのカバー
ストーリーとタブ譜は "Rocky Hill"、"Arcade Blues"、
"Banging Breakdown"、そのほかトム・アダムズはキー
オブ「D」での "New River Train"、フレッド・ゲイガー
のジャンゴ・ラインハルト "Are You in the Mood"、イ
アン・ペリーのフィンガーボード探索はデビッド・グ
リスマン "EMD"、アール・スクラッグスは 50 年代のラ
イブから "Sawing on the Strings" などのタブ譜に、ロ
ジャー・シミノフによる「プリウォーサウンド part 1」、
アレン・バンジョー社など。

BNL-12/11 最新 2012 年 11 月号 ¥525-
　スティープ・キャニオン・レンジャーズのグレアム・
シャープのカバーストーリーとタブ譜は "Knob Creek"
ほか、"Nine Pound Hammer"、エリック・ワイズバーグ
"Duelling Banjos"、初心者はフィドル定番 "Big Sciota"、
コードメロディは「枯葉」、アール・スクラッグスはス
クラッグス＆フレンズのライブから"In the Pines"、トム・
アダムズは "Skip to My Lou" とサークル・オブ・4th ほ
か、アーサー・ハットフィールドのバンジョー工房イン
タビューなど、バンジョーに関する話題満載 40 頁。

BNL-12/10 2012 年 10 月号 ¥525-
　セルダム・シーンのベン・エルドリッジをカバーストー
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リーのインタビューに、"Heartsville Pike" のタブ譜ほか、
フィンガーボード探検 "Crazy Creek"、キー G でハイポ
ジのトム・アダムズ "Home Sweet Home"、ジェイソン・
スキナーによるレノ・スタイルでの "Dixie Breakdown"、
バックアップはキー C で "Wildwood Flower"、クロウハ
ンマーはフランク・リーのインタビューほか、ウォルト・
コーケン最新 CD など。

BNL-12/09 2012 年 9 月号 ¥525-
　ロン・コディーのカバーストーリーはトニー・トリ
シュカによるインタビューとタブ譜はジャズ・スタン
ダードの "It's Only a Paper Moon" ほか、今月はジャズ・
バンジョー特集号と銘打って、ベラ・フレックのマー
カス・ロバーツ・トリオとの “Crossing the Imaginary 
Divide”、カイル・タトルによる “Autumn Leaves” の
ハーモニー、フレッド・ゲイガー “Cheek to Cheek” ほ
か、トム・アダムズのハイポジションにおける２弦の
メロディは youtube 画像つき、初心者は "You Are My 
Sunshine"、 "Goodbye Liza Jane"、"I’ ll Fly Away" など。

BNL-12/08 2012 年 8 月号 ¥525-
　アラン・マンデがインタビューするトム・ムーアをカ
バーストーリーに、彼の "Merrywang Heart (for Tony 
Ellis)" のタブ譜ほか、アール・スクラッグスはライブで
の "Life of a Poor Boy"、トニー・トリシュカ・バンジョー
教室から "Redwing"、ジャネット・デイビスは、アール
の "My Little Girl in Tennessee" のリードとバックアッ
プ解析、トム・アダムズは典型的なキックオフ・フレー
ズ紹介、初心者の "Wabash Cannonball" と "You Are 
My Sunshine"、そしてクロウハンマーの数々など。そ
のほか、ファーガソン製パーフェクトピッチ・カポやパッ
ト・クラウドとハーモニカのデビッド・ナイディッチの
アルバムなどの紹介など。

BNL-12/07 2012 年 7 月号 ¥525-
　リトル・ロイ・ルイスと故ダグ・ディラードをカバー
に、ブルーグラス界最高のショーマン、リトル・ロイ
の楽しいインタビューと "Keep on the Firing Line"、５
月 16 日に亡くなった故ダグ・ディラードの特徴解析と
"Dixie Breakdown""Hickory Hollow"。そのほか、ビル・
エバンズ最新 CD『In Good Company』から "Big Chief 
Sonny"、ビル・キース "Boston Boy"（1976 年、デビッ
ド・グリスマンのラウンダーアルバムより）、スウェー
デンのトラッドバンド、ヴェーセンの "Hasse A's" と
"Stamlaten"、フレッド・ゲイガーのコード遊び !? はスタ
ンダードの "Rosetta"、初心者は "Wabash Cannonball"、
オールドタイムは "Lorena" ほか。

BNL-12/06 2012 年 6 月号 ¥525-

　ジャム特集号としてジャムの心得などのほか、カバー
ストーリーは英国のジョン・ドウリングとそのすばらし
くユニークな奏法（インタビュワーはレオン・ハント）
とタブ譜は "Rocker Shuffle / Lady Madonna" ほか、アー
ルはさまざまなバックアップ例のほか "Whiskey Before 
Breakfast"、トム・アダムズはハイポジション "Old 
Home Place" ほか。

BNL-12/05 2012 年 5 月号 ¥525-
　アール・スクラッグス追悼特集号が再入荷です。正規
印刷物がなくならない内に、ぜひどーぞ !!

BNL-12/04 2012 年 4 月号 ¥525-
　東京ディズニーランドにも来ていたロス・ニッカーソ
ンのカバーストーリーと "Roundhouse" ほか、セサミス
トリートの人形でバンジョー奏者の蛙の「カーミット」
のインタビューと "Rainbow Connection"、ブラッド・
ペイズリーとのバトル "Man or Frog?"、アール・スク
ラッグスとラウドン・ウェインライト III の "Swimming 
Song"、トム・アダムズのハイポジションでの 7th ブルー
スほか。

BNL-12/03 2012 年 3 月号 ¥525-
　ノーム・ピケルニーのカバーストーリーと "Jim 
Thompson's Horse" と "Fish & Bird"……凄いんです !
ほか、タブ譜はスティーブ・マーティン "The Great 
Remember"、アール・スクラッグス "Before I Met 
You"、アレン・シェルトン "She Left Me Standing on 
the Mountain"、トム・アダムズ "Your Cheatin' Heart"
など。サイトから Youtube などで確認できるようになっ
ている。

BNL-12/02 2012 年 2 月号 ¥525-
　バンジョー・ネック製作などで有名なロビン・スミ
スとアラン・マンデの表紙、タブ譜はマンデ "Dapple 
Patti"、ビル・エマーソン "Grandma's Tattoos" のバッ
クアップ、フレッド・ガイガーのデューク・エリント
ン "In A Sentimental Mood" コードほか、"Angeline the 
Baker" や "Hot Corn Cold Corn" などのタブ譜。

■ブルーグラス・アンリミテッド誌
　米国の最大のブルーグラス月刊専門誌。お探しの記事
などバックナンバーもお問い合わせください。

BU-13/03 最新 2013 年 3 月号 ¥840-
　毎年３月号恒例の「楽器特集」は、ギター製作のケン・
フーパー、トム・モーガンによる 2013 年版「ギブソン・
バンジョー・カタログ・リプリント」、ギター＆マンド
リン製作家ジェラルド・アンダーソン、ドブロ製作家
R.Q. ジョーンズなどの特集ほか、米国ブルーグラス情報
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満載の 60 頁。

BU-13/02 2013 年 2 月号 ¥840-
　ジム・ローダーデイルのカバーストーリーほか、マン
ドリンのスーパーピッカー、アラン・バイビー、ギター
若手ジョーダン・タイス、オハイオのジェッツ・クリー
クなどの特集ほか、米国ブルーグラス情報満載の 56 頁

BU-13/01 2013 年 1 月号 ¥840-
　サム・ブッシュを表紙に恒例の全米ブルーグラス・フェ
スリスト（数百箇所）と、ブリストル・リズム＆ルーツ・
リユニオン・フェス、ルディ・フェス、マウンテン・オー
プリハウスなど、各地のイベント特集に連載コラムほか。

BU-12/12 2012 年 12 月号 ¥840-
　サード・タイム・アウトとマイク・オルドリッジがカ
バーのほか、IBMA の WoB 週間特集、コミックバンド「ク
レバーリーズ」、パテント・ペンディングの特集ほか。

BU-12/11 2012 年 11 月号 ¥840-
　ラリー・スパークスをカバーストーリーに、ラルフ・
リンズラー、シャノン・スローター、スタンレーズのリッ
チ R トーン録音でマンドリンを弾き、ロンサム・パイン・
フィドラーズに "That's Why You Left Me So Blue" ほ
か名曲を残し、レッド・エリスとの活躍など、アーリー・
ブルーグラスの隠れた立役者ジミー・ウィリアムズなど
の特集ほか。

BU-12/10 2012 年 10 月号 ¥840-
　ラリー・コードルのカバーストーリーに、ジョッシュ・
グレイブスのフラット＆スクラッグス時代、デル・マッ
カーリー・バンドで 20 年を過ごしたジェイソン・カー
ター、ワシントン DC の名物 DJ ケイティ・デイリーら
の特集に 10 月号恒例のブルーグラス・タレント名鑑。

BU-12/09 2012 年 9 月号 ¥840-
　スティーブ・キャニオン・レンジャーズをカバース
トーリーに、DC グラスの新しいレーベル、パタクサン
ト・レコード、故ラリー・ライスの思い出、東京の米軍
基地で育ったブルーグラス・ミュージシャン／評論家の
ジョー・ロスの「ブルーグラス・ソングライター神話」
などの特集ほか。

BU-12/08 2012 年 8 月号 ¥840-
　トラッドグラスの王道を行くジョー・マリンズ＆レ
ディオ・ランブラーズをカバーストーリーに、ムーンシャ
イナーで紹介したドックとアールの出会いと友情や盲目
であったけれども大工仕事か電気工事まで、さまざまな
ことをやってのけた故ドック・ワトソンの私生活に関す
る話題、今春来日したテリーとシンディ・バウカム夫妻
ほか。

BU-12/07 2012 年 7 月号 ¥840-

　ドック・ワトソン、エバレット・リリー、ダグ・ディラー
ド追悼のほか、ジェイムズ・アラン・シェルトン、デイリー
＆ビンセントのゴスペルについて、ビル・モンローとピー
ター・ローワンのデュオ名曲 "Midnight on the Stormy 
Deep" のルーツがドイツのロマン主義にあるという話題
ほか、尾崎兄弟のアルバム『Till We Meet Again』がレ
ビューで好評を得ている。

BU-12/06 2012 年 6 月号 ¥840-
　ヤンダー・マウンテン・ストリングバンドのカバース
トーリーに、アール・スクラッグス追悼第２集「ブルー
グラス・メモリーズ／ルイーズ・スクラッグス」、「アー
ル・スクラッグス天才のサウンド」、「アール・スクラッ
グス葬儀リポート」ほか。

BU-12/04 2012 年 4 月号 ¥840-
　ブルーグラス・ハイウェイのカバーストーリーほか、
1970 年のダグ・ディラード＆エクスペディション（バ
イロン・バーライン／ロジャー・ブッシュ／ビリー・レ
イ・レイザム）訪問記、ノースカロライナのニュブルー、
インテリタッチ・チューナー探訪ほか。

BU-12/03 2012 年 3 月号 ¥840-
　アンリミテッド誌３月号の恒例「楽器特集」は、ベアー
ド・ギターズ、マンドリン族楽器について、アジア産ノー
スフィールド楽器、ストラップ専門「ラコタ・レザー」、
バージニア州ゲイラックスのるしあー、ジミー・エドモ
ンズらの特集ほか。

BU-12/02 2012 年 2 月号 ¥840-
　チャーリー・サイズモアのカバーストーリーほか、シ
エラ・ハル、バディ・グリフィン、IBMM「ビル・モン
ロー生誕 100 年」リポート特集など。

BU-12/01 2012 年 1 月号 ¥840-
　１月号恒例、全米ブルーグラス・フェス・ガイドほか、
フロリダ州のライブ・オーク・フェス、メイン州のトー
マス・ポイント・ビーチ・フェスの特集や、ブルーグラ
スを支える女性パブリシスト特集などのほか、米国ブ
ルーグラス情報満載の 96 頁。

■オールドタイム・ヘラルド誌
　内容の濃いオールドタイム音楽専門誌。アメリカン・
トラッド音楽研究に必読の良書 !! バックナンバーが揃っ
ています。お問い合わせください。

OTH-1303 最新第 13 巻 3 号 ¥1,260-
　アルバート・ハッシュ・メモリアル・フェスのリポート、
ミズーリ・フィドラーの R.P. クリステンソン、ウォルト・
コーケンの連載「Tales from the Woods Vol.3」など、オー
ルドタイム／アメリカンルーツ音楽情報満載の 52 頁。
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OTH-1302 第 13 巻 2 号 ¥1,260-
　全米フェス＆キャンプガイド特集のほか、西アフリカ・
ガンビア共和国ジョラ族のアコンティング奏者ラエモウ
アヒュマ・ジャッタのインタビュー、ウォルト・コーケ
ンの「ハイウッド・ストリングバンドからの逸話②」は

「ショッティーシュ（ボヘミア起源のダンス）」など、オー
ルドタイム／アメリカンルーツ音楽情報満載の 52 頁。

OTH-1301 第 13 巻 1 号 ¥1,260-
　ダン・マーゴリーズ「ハンドメイド弦～猫と馬の尻尾
から生まれる音楽」をメイン特集に、アート・ローゼン
バウム「北部ジョージアでの１日」、ウォルト・コーケ
ン「ハイウッド・ストリングバンドからの逸話」シリー
ズ第１回など、オールドタイム／アメリカンルーツ音楽
情報満載の 52 頁。

 月刊『ムーンシャイナー』
　1983 年 11 月の創刊以来、毎月発行を続ける日本唯一
のブルーグラス月刊専門誌、30 年目です。

■定期購読：１年￥6,000- 半年￥3,300-
　お申込はお葉書やお電話、ファックスやメールでご希
望の購読開始月をお知らせ下さい。バックナンバーも含
めて、いつからでもご自由です。

■バックナンバー：各￥525-。
　下記以外にも、アーティストや知りたい事をお知らせ
下さい。掲載号を探してお送りします。

MS-3005 最 新 2013 年 3 月 号（ 通 巻 353 号 ）
¥525-
　４月に久々の来日、大阪、京都、名古屋、浜松、横須賀、
東京でワークショップやコンサートをするビル・キース
をカバーストーリーに、フルアルバム『Sailing Home』
を発表し今月には全米ツアーをする女性トリオ、パイ
レーツ・カヌー、ハンク・ウィリアムズのセイクレッド
ソング解説、2012 年年発表レコード総括、菅沼工房５
弦フィドル製作記②、学生ブルーグラス断簡その壱「松
本捺美（神大）と小形奈緒子（東北大）」などの特集ほか、
日米ブルーグラス情報満載 !!

MS-3004 2013 年 2 月号（通巻 352 号）¥525-
　ドブロのマイク・オルドリッジのカバーで追悼特集「ブ
ルーグラスを変えたドブロ奏者」ほか、ブラザーデュオ
秀作を発表した渡辺敏雄、かつてジューンアップル誌の
スタッフだった菅沼利夫「５弦フィドルへの道①」、ラ
ジオ関西「カントリーミュージック・トラベル」が今年
20 年、950 回目を迎えている DJ 阿部和則のリポート、
1946年のブルーグラス誕生の年にオープリで出会った？
ハンク・ウィリアムズとビル・モンローなどの特集ほか、

日米ブルーグラス情報満載 !!

MS-3003 2013 年 1 月号（通巻 351 号）¥525-
　アール・スクラッグスの右手の表紙写真にメイン特集
は、村片和彦のアール・スクラッグス奏法解析「俺、アー
ルやもん」と、先月号の 50 年前のフラット＆スクラッ
グス『カーネギーホール』で「マーサ・ホワイト！」を
叫んだ本人の当時のリポート「アール・スクラッグス異
聞」ほか、市川慎一郎のボジョアギター “Slope D”「バ
ンジョーキラー」修理リポート、若手ドブロ宣言「ドブ
ロだって主役！」、60 年前の 1953 年１月１日にアパラ
チア山中で息を引き取ったハンク・ウィリアムズの最後
の１年ドキュメント、フットヒル・ドライブ「アメリカ
ツアー記」などの特集ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

MS-3002 2012 年 12 月号（通巻 350 号）¥525-
　50 年前のフラット＆スクラッグス『カーネギーホー
ル』カバーストーリー特集ほか、１月に盛岡から沖縄
まで、全国 12 ヵ所をツアーする井上太郎の「TARO & 
JORDAN」、千日前ブルーグラスアルバムバンドが伝え
るアーリーブルーグラスの魅力！、手島家のマールフェ
ス珍道中記③最終回、名古屋大学ブルーグラスの「本場
に学ぶ！ナッシュビルと IBMA の WoB 体験」ほか。

MS-3001 2012 年 11 月号（通巻 349 号）¥525-
　11 月号恒例の IBMA アワード大特集号で現在の米国
ブルーグラス・トレンドを一挙紹介のほか、16 年ぶり
に全国８ヵ所をツアーするブルーグラス 45、手島家の
マールフェス珍道中記②、名古屋大学ブルーグラスの「本
場に学ぶ！ブルーリッジ紀行」ほか。

MS-2912 2012 年 10 月号（通巻 348 号）¥525-
　初のソロアルバム『First Tear』を発表した大塚章の
カバーストーリーほか、フィクション・ブラザーズのハー
ウィ・ターナウアー来日、ドイル・ローソン IBMA 名
誉の殿堂入り、手島家のマールフェス珍道中記①、アー
ル・スクラッグス追悼④「続・誰がブルーグラスを創っ
たのか？」、米国大学生の卒論「日本ブルーグラス研究③」
旅行記最終回、ドック・ワトソン追悼③ほか !

MS-2911 2012 年 9 月号（通巻 347 号）¥525-
　10 月来日予定の若手ウエストコースト派ブルーグラ
ス、フェアウェル・ドリフターズのカバーストーリー、
アリソン・ブラウン来日、今月 14 ～ 16 日に関東ツアー
に挑む神戸大学の女子ブルーグラス「まろんまかろん」

（箱根フェス人気投票は堂々第２位 !!）、アール・スクラッ
グス追悼③「誰がブルーグラスを創ったか？」、オール
ドタイム入門②「カロライナ・チョコレート・ドロップ
ス」、イッツアクライングタイム最終回、米国大学生の
卒論「日本ブルーグラス研究」旅行記、新潟県妙高市の
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ウエストフラッシュの 30 年ほか、日米ブルーグラス情
報満載 !!

MS-2910 2012 年 8 月号（通巻 346 号）¥525-
　ジミー・グドローの楽器遍歴寄稿「マンドリンと
の 50 年物語」、絵本『あなたのひとり旅（Your Lone 
Journey）』、アパラチアとオールドタイム音楽①、パイ
レーツ・カヌー、ジェイコブ・シャープ「日本ブルーグ
ラス旅行前編」、ハワイでブルーグラス、イッツ・ア・
クライングタイム③、森繁昇物語「ナッシュビル着」⑥、
日本ブルーグラス年表 1975 年ほか、日米ブルーグラス
情報満載 !!

MS-2909 2012 年 7 月号（通巻 345 号）¥525-
　フラット＆スクラッグスに囲まれたドック・ワトソン
の追悼「アールとドックの友情」をカバーストーリーに、
アメリカン・ハーモニー後編「バーバーショップからブ
ルーグラス」、スー・トンプソン来日「ブルーグラス・
ハーモニー・ワークショップ」、イッツ・ア・クライング・
タイム「1972 年渡米②」、森繁昇⑤「ロストシティ・キャッ
ツ」、第１回稲葉和裕ブルーグラスキャンプ、日本ブルー
グラス年表 1974 年ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

MS-2908 2012 年 6 月号（通巻 344 号）¥525-
　アメリカン・ハーモニー前編「グレゴリオ聖歌から南
部教会音楽／シェイプノート・シンギングについて」ほ
か、ダグ・ディラード追悼、イッツ・ア・クライング・
タイム「1972 年６月渡米」、森繁昇「ロストシティ・キャッ
ツ」、小樽「グラスオーセブン」、ジェイコブ・シャープ「米
国学生ブルーグラス事情」、日本ブルーグラス年表 1974
年ほか、日米ブルーグラス情報満載 !!

MS-2907 2012 年 5 月号（通巻 343 号）¥525-
　アール・スクラッグス追悼特集①ほか、80 歳を越え
てのデビューアルバム『Til We Meet Again』を発表し
た尾崎ブラザーズ、弦楽四重奏団スーパージャズ・ス
トリングス「アメリカン・フィドルの旅」に参加して、
WOB2011 リポート「須田ギター後編／恐怖のグルーン
ギター体験 !?」、森繁 昇物語③、橘 俊暁、日本ブルーグ
ラス年表 1974 年ほか。

MS-2906 2012 年 4 月号（通巻 342 号）¥525-
　今月来日するテリー・バウカムをカバーストーリーに

「ブーンクリークのドライブ」を検証とサンセットドラ
イブ 2012 来日ツアー特集ほか、２月に来日ツアーした
パシフィック・リム・アコースティック・オールスター
ズ「奇跡のセッション」リポート、ウィンターグラス
2012「ブルーグラス 45」、WOB2011 リポート「須田ギター
前編」、名古屋・鶴舞公園フェス、森繁 昇物語②、日本
ブルーグラス年表再開 1974 年ほか。

MS-2905 2012 年 3 月号（通巻 341 号）¥525-
　今アメリカでもっともブルーグラスがホットな街、ボ
ストンの女性ブルーグラス、デラ・メイをカバーストー
リー。日本ブルーグラス年表総集編「1950 年代～ 1973
年」、2011 年発売ブルーグラスレコード総括、元ロスト
シティーキャッツ森繁 昇物語①『陽が昇るまでに』、国
本武春芸歴 31 周年『武春まつり』、バンジョー弾き語り
デュオ『マダム＆スー』、WOB2011「楽器リポート」ほか。

MS-2904 2012 年 2 月号（通巻 340 号）¥525-
　ヨー・ヨー・マ、クリス・シーリ、ステュアート・ダ
ンカン、エドガー・マイヤーらのブルーグラス作品『Goat 
Rodeo Sessions』をカバーストーリーに、フラット＆ス
クラッグスの 1952 年最高の録音を生んだジョディ・レ
インウォーター追悼、青山学院大「ブルー・マウンテン・
ボーイズの 50 年」、奥沢明雄「きたむらいづみ『IZUMI』
について」、神戸で３月４日「オールドタイム・ジャム
＆ダンス・パーティ」、WOB2011「楽器関連リポート」
のほか。

MS-2903 最 新 2012 年 1 月 号（ 通 巻 339 号 ）
¥525-
　２月に来日するケイシー・ドリーセンのカバーストー
リーほか、祝米寿 ! アール・スクラッグス「誰がブルー
グラスを創ったか？①」、セルダム・シーン 40 周年記念
ライブ・リポート「ジョン・ダッフィの思い出とともに」、
カントリー・ジェントルメン「1972 年１月 17 日、来日
から 40 年」、きたむらいづみ 2ndCD『IZUMI』、ヨーマ・
コウコネン＆バリー・ミターホフ来日、長谷川健悦の復
興フェス・リポート！

 B.O.M. ご利用方法
　ビー・オー・エムのニューズレターは会員制ではなく、
商品の定期購買者に無料でお届けしています。一定期間、 
弊社からの商品のお買上げがない場合、勝手ながらレ
ターの発送をストップさせて頂きますので、ご了承下さ
い。
1). このニューズレターで紹介する商品は、ニューズレ
ター発行時点で、すべて在庫しています。
2). ハガキやお電話、ファックス、E メイル等で、封筒の
お名前の下の６桁お客様コード番号とお名前と共に、ご
希望の商品コードをお知らせ下さい。
3). 通常ご注文から１週間以内にはお届けします。ただ、
レター掲載時には充分な在庫を心掛けていますが品切れ
になった場合、再入荷を期して発送が遅れる場合もあり
ますのでご了承ください。
4). 基本送料は下記の通りです。
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CD/DVD 全国均一、１枚 ¥180-、２枚 ¥210-、３枚以上、
もしくは ¥8,000- 以上お買い上げの場合、送料全国無料 !! 

（ただし、特定地域、特定商品などについては、別途加
算の場合があります。お問い合せ下さい）
5). お支払は、品物を受け取られてから１週間以内に同
封請求書（代金 + 送料 + 消費税）をご確認の上、郵便
振替や銀行振込でお願いします。
●郵便振替＝ 01160-8-74352
●三井住友銀行・宝塚支店＝普通 1229492
●池田泉州銀行・宝塚支店＝普通 2330116
　　　　㈱ビー・オー・エム・サービス
●ジャパンネット銀行 本店営業部（ホンテン）
　普通預 金 店番号 - 口座番号 001-1340424
　　　　　カ）ビーオーエムサービス
●クレジットカード払いをご希望の方は PayPal を通じ
てお支払いいただけます。e-mail で請求書及びお支払い
URL をお送りしますのでご注文の際毎ににお申し出下
さい。

( 株 ) ビー・オー・エム・サービス
●〒 665-0842 兵庫県宝塚市川面 6-5-18
● tel.0797-87-0561
( 営業時間：月～金の午前 10 時～午後５時。なお祝日は
休みをいただきます )
● fax.0797-86-5184(24 時間 )
● http://www.bomserv.com/
● E-mail：info@bomserv.com
　ビー・オー・エム・サービスのホームページでは随時、
最新入荷案内やニュースを更新しています。ニューズレ
ター、在庫リスト、ムーンシャイナー誌バックナンバー
なども紹介しています。最新情報の更新案内をメールで
ご希望の方はお申し出ください。


