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近現代

ジョン・ジョージ◎若々しい騎士
6/8 拍子です。冒頭左手は 3 つのまとまりが大事で

す。反復練習をして、6/8 拍子は少し揺れていますので、

音がたくさんあってもラシラシがきちんと表現できるよ

うに。カッコいい曲で激しくと書かれていますが、タタ

タタとならないように。軽く少しうねるような拍子感で。

2 小節目のミも雑にならないように。ミに対して 3 小節

目のファがどう出てくるか、ファドラ、ソレシ、ラミドの

3 つの響きの重なりが平行に移動していくので、バラン

スをよく聴くように。1人で始まって右手が付いてきます。

4 小節目のシの倚音は緊張感をもってぶつかりを聴い

て。9 小節目からは右手がメロディになりますので、バ

スの動きを大事に。16 小節目はソが♯ソに変化します

ので、緊張感を感じてクレッシェンドで。8 分休符の入

り方は迎えて入るように。

バスティン◎青い車掌車
左手のまとまりを聴きましょう。面白い半音の動きの

特徴を聴いて。2 拍目、3 拍目に膨らむ感じがあると

面白いでしょう。メロディも 2 拍目が長いので、一緒に

持っていくといいでしょう。1拍目だと自然になりすぎま

すね。5 ～ 6 小節目、9 ～ 10 小節目の違いを感じて。

11 小節目からは右と左のアンサンブルで反応しあい、

相手の音に興味を持って聴くように。14 小節目で伸び

ている時の次の方向性を感じて。最後はとても難しい

です。ここでリタルダンドしないように。最初のテンポ

でいい気になり過ぎると大変です。遅すぎず速すぎず、

テンポ感を感じましょう。ファの切り方は、素早く蹴っ

て移動するように。硬くならないようによく練習しましょ

う。

秋 透◎小さな決心
綺麗な曲ですね。音をいたわって欲しいです。心の

中から歌が感じられるか。お腹から声が出ているような

感じで。弱くても深いタッチが必要です。思い入れのあ

る音で。鍵盤の沈め方、鍵盤と自分の手を一緒に下ろ

して上がるように。バスの進行をよく聴くように。2 拍

目のラが綺麗ですね。ラに感動して弾いて欲しいです。

2 小節目もドドドが並ばないように変化させて。変化を

聴かせた後左手にミ（レ）ミミがあるので、よく音を追っ

て聴くように。3 小節目が一番低くなるので、この谷の

音をしっかりと、その前がどう変化してくるか、ですね。

これが聴けないと平坦な感じになるので注意。3 小節

目の右手のソも綺麗ですね。4 小節目の左手のラも大

事に。5 小節目の 6 度のバランスを美しく、小指の方

に重心をかけて、5 小節目と 6 小節目の響きの違いを

よく聴いて。変化を敏感に感じ取れる耳と心が大事で

す。9 小節目からは左手にメロディでチェロのようです。

12 小節目 4 拍目からは一緒の動きに、14 小節目にま

た違う動きに。15 小節目のメロディが 17 小節目でエ

コーのように。

轟 千尋◎ママのだいどころ
リズム感が大事です。2 拍子だと強弱・強弱で音楽

が進んでいきますが、1小節目のファソラにパパパッ！

というのが欲しいです。3、4 小節目も同じようになら

ないように。ミミミの弾き方によって次の音楽のつなぎ

が変わってくるので、間を楽しんで弾きましょう。9 小

節目のラシド #ドはテンポ通りすぎず、揺らすわけでは

ないですが、同じ 8 分音符のキャラクターではないで

すね。ラシドも1回目は普通のシで、13 小節目は♭シ

になるので変化を感じて。16 小節目の響きも変わりま

すね。17 小節目の 2 拍目も「さあ～料理しよう！」と

いうきっかけを。24～25 小節目はビックリマークです！

26 小節目の休符が緊張感を生みますね。この休符が

「何が起こるの？」と緊張感になるので、ここで絶対動

かないように。休符も流れる休符もありますし、フリー

ズする休符もあります。27～28 小節目は全音階になっ

ています。最後の響きは遊んで弾くように。どこに向け

て弾くのかいろいろ実験してみましょう。
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バロック

テレマン◎ジーグ
タイトルが何語で書かれているかで様式がわかりま

す。なのでこの曲はフランスの踊りです。jig（英語）

Gigue（仏語）Giga（伊語）です。ジグというのは英語

で上下あるいは左右に急に動く事とあります。フランス

風の柔らかい踊りではなく、速いわけです。当然アク

セントがつきます。ジグは 2 拍子、3 拍子、4 拍子と

拍子が異なります。この曲は 6/8 拍子で 2 拍子です。

2 拍子のジグはダブルジグと言われます。バロック時

代の分母はテンポを表します。なので 8 よりも16 の

方が速いです。この曲は左手に付点 4 分音符があり、

これがビートを作ります。テヌートを少し強めに弾かな

いとジーグの拍感は出ません。左手の付点 4 分音符

がしっかりと、ジーグの跳躍を出してくれるように、手

首から腕にかけての運動、打鍵の速さが必要になりま

す。9 小節目からは fとpとあり、当然二回目は何らか

の変化が欲しいです。ここは左手の仕事（通奏低音）

に。右手はメロディなので、左手を積極的に強弱のコ

ントラストをつけて。すると右手は鮮明にジーグの生き

生きとした感じを保ちながらも、fとp のコントラストを

示すことができます。右手を弱く弾こうとすると打鍵が

柔らかくなりクリーミーな感じになります。ジーグの跳

躍、エネルギッシュな運動を失わないように。最後は

in Tempoで音量も強いまま終わりましょう。

ショルツ◎ダンスのうた
ブルゲンランド地方は、ウィーンから東に、ハンガリー

との国境にあたります。豊かな、おおらかで自然に恵ま

れているような歌となっています。ダンスと歌を守ったほ

うがいいでしょう。右手はメロディアスなラインを上手

に作って。フレーズが閉じた時の音は必ず閉じて。音

型に従うこと、上行しているのか、下行なのか。音形

が下がっている時に膨らまないように。音程も大事で

す。音程がどのくらい開いているのか、5 度を超えると

感情が外側に向きます。1小節目のラ→ファは6度です。

あまり遅いとダンスがしにくくなります。三拍子をする時

は硬いリズムの三角形なのか、柔らかい丸なのかを考え

て。それによってテンポも変わります。

C.Ph.E. バッハ◎ポロネーズ BWV Anh.125
ポロネーズはポーランド風のフランスの踊りです。硬

い正三角形を書くように、落ち着いたテンポで。13 小

節目の左手は跳躍しています。必ず切るように。16 小

節目もタイの後は切るように。バロックの曲はタイの後

は隙間を入れるように。17小節目で保続音がない二声

になったので、音量の変化、音が薄く感じられ、右手

と左手が解離、リズムも保続音ではなくバウンドしてい

ることを考えて。17 小節目の 3 拍目にタイを使うこと

によって音価が引き伸ばされるのでハーモニックになり

ます。タイを強調すると和声の変化が見えます。最後

のリズムは柔らかくならないように。

クラシック

ケーラー◎魔女小屋の小さな魔女
さまざまなリズムとアーティキレーションの練習の曲

です。スタッカートやアクセントがあります。左手のバ

ランスとハーモニーを感じるために、一度重音にして弾

いてみるとわかりやすいです。8 小節目 2 拍目にアクセ

ントをつけて長くしたりしないように。9 小節目は f で、

9 ～ 12 小節目の右手ミレドシ、左手ドシラソは大きな

枠を感じて、リズムの面白さを感じて。いろんな所のア

クセントも表現して。19 ～ 20 小節目はテノールとメロ

ディが対旋律のように。28 小節目1拍目もアクセント

にならずに。最後は決然と、risolutoで終わりましょう。

アンドレ◎ソナチネ イ短調 第 1 楽章
アンドレはドイツの作曲家で、モーツァルトの自筆譜

をたくさん購入して出版して大成功した作曲家で「モー

ツァルト研究の父」と呼ばれています。ただこの曲はモー

ツァルトの感じは感じられませんが。a moll。左手はレ

ガートでもいいでしょう。2 小節目の同音連打しながら

の dim. は難しいですが手首の運動を使って、2 拍目に

向かって少し上げるように。3 ～ 4 小節目は、2 小節目

と表情が違うことを生かして。7 小節目 3 拍目の A 音

は大事に、係留があり、ラとシの不協和音をよく聴いて

から転調するように。10、11小節目にカノンがありつ

つ、バスも大事なのでバランスを保って。e moll から C 

B級
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dur に転調しますが、どの辺から C dur に聴こえるよう

にするか、C dur に向かってクレッシェンドしていく感じ

を意識して。22、23 小節目もカノンのように。25 小

節目の両外声を大事に。27 小節目のラの跳躍の後は

時間が必要でしょう。最後は声部の交換を意識して。

ベートーヴェン◎
ソナチネ へ長調 第2楽章（終楽章 ロンド）

左手のアーティキレーションは書かれていませんが、

スタッカートでもいいでしょう。二声の関係を味わいな

がら。2 小節目の♯ドーファは左手と一緒にレガートし

ないように。5 小節目の 6 度の跳躍は喜んでる感じを

表して。8 小節目の左手は難しいので、7 小節目と 8

小節目が切れて考えるように。17 小節目からの一つ目

のエピソードは C dur で、21～ 24 小節目のホルンの

進行を大事に。25 小節目からは軸になる音（右手ミー

レードーシ、左手ドーファーソーソ）を聴いて。27 ～

28 小節目の半音階の指使いは 1-3 を多用した指使い

の方が弾きやすいです。37 小節目からのエピソードは

d moll。ここも左手は指示がありませんが私はレガート

で弾いた覚えがあります。41小節目からは 3 回あるの

でどのように表情を変えるのか。46 ～ 48 小節目はス

ラーの後ろの音は切りすぎないように。2 つ目の音も

丁寧に。53 小節目からは左手がメロディですが、ソプ

ラノのラインも一緒に聴きたいですね。57 ～ 58 小節

目は 2 小節でフレーズが閉じてしまうのでテンポが難

しいです。自然なアゴーギクでやりすぎないように。71

小節目は ad libtum（自由に）と書かれていますが、a 

tempo に向かって少しテンポを戻していく感じで。rit.を

かけるアゴーギクとは別の方向のアゴーギクの方がい

いでしょう。最後のカデンツァは fとpを書いた意味を

考えて。

ロマン

リュバルスキー◎優しい歌
レガートの技術とフレージングの歌い方が非常に重

要になります。手のひらの筋肉を使い、骨の意識をな

くします。求める音の質感と手の状態を一体化させま

す。なめらかなものを歌う時にコツコツとした体感では

なく、蛇口を捻るように外に少し捻って、手のひらの筋

肉を寄せ集めて。少し捻ることによって、手の中心線が

どの指にも重さがかかるようになり、指先が鍵盤に近

づくので無駄な雑音が発生しなくなります。音の違いを

よく聴いて。8 小節目から 9 小節目に移るときは、音

の減衰を聴きながら。9 ～ 10 小節目は非和声音がな

く、左手には第 7 音（ド）があります。一つのハーモ

ニーの中の響きを保つ弾き方で。11 小節目の同音連

打も気をつけて。出だしのバランス、2 段目は左手がメ

ロディになるのでバランスが変わります。響きから生徒

さんに体感させて下さい。rubato は大きくは使いませ

んが、長いフレーズ全体でのアゴーギグ、テンポの順

次的に少しフレーズの頂点に向かって前に行き、また

ゆっくりというのは必要です。例えば 9 小節目から。レ

#ファラからソに行くときは少しゆっくりになり、そうす

ることで長いフレーズの始まりだと伝えることができま

す。11 小節目から前に行き、13 小節目の頂点で時間

を少し使い、またフレーズが終わっていきます。長いス

パンでの揺れ動きを常に意識して。17 小節目からはカ

ノンです。19 小節目では左手の方が大きいですが、闇

雲にではなく、6 度をよく聴いて、どのバランスが綺麗か。

右手の山と左手の山が違います。レ#ファラ～で始まっ

たのがラ #ファレ～と対応して終わります。

ギロック◎森の妖精
左手と一緒にタタタタタタタタと捉えてしまいますが、

大事なことはそれぞれの声部で別の動きがあって、それ

の合奏ということです。右手に対して、左手は長い音

符です。タタではないので、タッチに気をつけて。始め

はソドレミ、シドミソの 2 つの上行でできています。そ

れに合わせて手首を使って。8 小節目の 1拍目は休符

ですが、G7（ソシレファ）の和音が隠れているので、7

小節目でレファラだけ弾いてそのままにならないよう

に。8 小節目の弾き方は和音の変化を伝えるように。

15 小節目のミの頂点の音のタッチは、スピードが必

要なので、少し指を上げて上からスピードをつけるよう

に。同じテンポの中で弾く場合は、指の動きの量を多

くすると、当然スピードが速くなります。キラッとした音

を弾きたい時にこの方法を。21 小節目（Poco meno 

mosso）からは少し自由に弾いていいでしょう。22 小

節目の同音連打はゆっくり聴きながら。左手のラミ（空

虚 5 度）は寂しげな音で。左手に対して、連打の表情を。

27小節目は上行しているものをどう弾くか。音が上がっ

ているので膨らむように、というのもできます。ただこ
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の場合は、上に上るものに対してカメラが一緒につい

ていく場合です。逆に撮影者は地上から構えて音が上

がっていくのを撮影している場合は音はどんどん小さく

見えます。つまり上がっていくと離れていくことになるわ

けです。ここの場合は 27 小節目の左手に意識がある

ので、右手のレラドミソは離れていきます。どちらでも

構いませんがそのようなイメージを持って弾いてくださ

い。

シューマン◎楽しき農夫
非常に楽しい曲です。ディズニーのハイホーを思い出

しますね。世界観、声の質は同じです。非常に太い音

で、指では弾けないので手を捻るタッチで。これによっ

て指先も下がるので、ぶつけた音が減ります。まっすぐ

使ってすると重さが乗りにくいので指の動きに頼ること

になります。4 小節目に 4 分音符があるのでよく見て。

6 小節目の左手も気をつけて。9 小節目も長い音が 8

分音符的にならないように、8 分音符は 8 分休符とと

もに別のリズム感があります。なので内声のリズムにメ

ロディがあってしまわないように。11小節目からは村人

がみんなで合唱しています。14 小節目の右手の裏拍の

面白さを感じて。

近現代

マイカパル◎つかの間の幻 Op.28-8
3/8 拍子、Allegro scherzando なので、速くスピー

ディーな感じですね。強弱記号がp、pp、ppp、mpし

かないので、この違いを意識して弾きましょう。出だし

があまり弱すぎると聴こえないので、音質を大事に。ど

れだけ弱くても通る音で弾かなければいけないので、指

先の意識をはっきり持って弾くように。2 小節目のラも

強く弾いても瞬間的に掴むように、火花のような音が

あってもいいでしょう。綺麗になりすぎないように。ピ

リッとした音がいろんなところに欲しいです。8 小節目

のラは変化をつけてとても柔らかく。fis moll の響きに

対して13 小節目からの A dur は少し明るく、しかしあ

くまでppで。大きさで明るくしないように。歌い方や

音質で明るさと暗さをつけて。明るい方がスラーが丸み

を帯びています。音の方向、色の違いを感じて。17 小

節目からは 4 小節かけてクレッシェンドを、下がりなが

ら少し暗く。27 小節目あたりからやりすぎてはいけま

せんが、少しリタルダンドをして全くin Tempoでなくて

もいいでしょう。やっても許される音色で弾けているか、

不自然にならにように。31小節目からは左手の音の移

動です。最後の音は上の♯ファが無くならないように。

上の指を引っ掻くように。ソフトペダルを使ってもいい

ですが、こもりすぎるピアノもあるので、指先の意識を

感じて弾きましょう。

ガルシア◎ダンス
最初のテンポでしまった！とならないように。12 小

節目の連打が弾けるテンポで。ここだけ遅くならず

に in Tempoで弾きましょう。まとまりを意識し、最

初の音が抜けてないといけません。手拍子で練習を。

Allegretto なので、速すぎないテンポで、遅いなと思わ

せないようにキャラクターを作りましょう。19 小節目か

らは内声の半音進行をよく聴いて。27 小節目から初め

と同じテンポで始めましょう。31小節目からのppは遠

くから聞こえてくる響きで。遠くの響きに耳を傾けるよ

うに。34 小節目はしっかりクレッシェンドでff に。最

後は両手とも跳躍しますので、手の感覚と距離感をしっ

かり練習するように。とにかく速すぎず、面白く弾きま

しょう。


