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二人であこがれのピアニスト
発表会連弾曲集

（ドレミ楽譜出版社）

　　　　　　　　　　　  　★音楽之友社
●【書籍】ショパンの響き
　J.=J.エーゲルディンゲル著　小坂裕子監訳　本体7600円+税　7月下旬発売予定
　世界的なショパン研究者による最新著。ピアノだけに才能を注いだ作曲家の
稀有な芸術的個性に深く切り込んだ一冊
　　　　　　　　　      ★ドレミ楽譜出版社
●ソナタ・アルバム １・２ ドレミクラヴィアアルバム　各1500円+税　7月中旬発売予定
　ドイツ古典派を確立し、完成させた３人の偉大な作曲家ハイドン、モーツアルト、ベートー
ヴェンのピアノソナタを収録。演奏会のプログラムを飾る本格的なソナタ１１曲を収載しました。
●近代フランス・ピアノ連弾名曲集　ドレミクラヴィアアルバム
　和田則彦編　本体2000円+税　７月下旬発売予定
　楽しい標題やストーリーを持ち、音の色彩感が豊かできめ細かく、弾き手や聴き手の情感に
訴える逸品揃いの近代フランス連弾曲集です。
●二人であこがれのピアニスト発表会連弾曲集　こんなのほしかった！
　大江由貴子編　本体1600円+税　７月上旬発売予定
　どこかで一度は聴いた事があるそんな曲を中心にまとめてみました。バイエル前半から
ブルグミュラー、ソナチネまでレベルに応じて練習出来るようにしてあります。
　親しみやすい曲満載。
●女性のためのピアノ教室　アフターファイブレッスン
　柳ゆか編　本体1300円+税 ７月中旬発売予定
　初めてピアノにチャレンジする方や独習したい方にオススメの教本です。
ピアノを弾きながら音楽知識を身に付けられます。
●実践から始めるピアノ入門/クラシック編『エリーゼのために』 模範演奏ＣＤ付き
　野呂芳文編著　本体1800円+税　７月下旬発売予定
　これからピアノを始められる方のための独習書です。クラシック名曲１２曲を課題曲に
右手→左手→両手という３つのステップに分かれており効率的な練習が可能です。
　　　　　　　　　　　 ★共同音楽出版社
●ぴあののアトリエ　㈰ ㈪（全6巻）　山本英子著　本体各1200円+税　
　新シリーズ導入期ピアノメソードです。3歳からでも始められるレベル。新発想の
顔番号と指番号を併記しました。
●がくてんのアトリエ㈰ ㈪（全6巻）　山本英子著　本体各1000円+税　　
　楽器を始める初期から無理なくこなしていける内容です。カットや塗り絵などを
多く取り入れ、楽しく進められるように編集してあります。
　　　　　　　　　　★リットーミュージック
●PIANO STYLE 発表会で役に立つ！はじめてのクラシック名曲50選　
　簡単ピアノ・アレンジで弾く☆不滅のピアノ、オペラ、交響曲！
　模範演奏ＣＤ2枚付き　本体2000円+税　7月26日発売予定
　こんな楽譜が欲しかった…クラシックが身近に感じられる初級用ピアノ・スコアです。
リスニング用としてもご利用頂ける模範演奏ＣＤ2枚付きです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　★サーベル社

●ピアノの基本　テクニック・マスター㈫
　《指の動きを良くするために》
　遠藤蓉子著　本体1200円+税
　本書はピアノを弾く上で最も大切な要素
と言える指の形を中心に、トレーニングす
るためのテキストです。リズムバリエー
ションも2巻より少し複雑になっています。
　　★ミュージックランド
●くっきいらんど（譜読み編㈪）
　3歳から弾けるピアノ
　大崎妙子編 本体1000円+税 7月中旬発売予定
　第二巻ではピアノでドレミファソの片手
弾きからオクターヴ上を使った両手弾きま
で進みます。後半は先生のピアノ伴奏譜付
きです。

ショパンの響き
（音楽之友社）

★ヤマハミュージックメディア

●音楽学習テキスト おんがくカラードリル入門編㈰㈪㈫／基礎編㈰㈪㈫
著者：サムホ・ミュージック（韓国） 訳者：宋 元燮 各880円+税
オールカラーページの音楽ドリル！今回は入門から基礎までの6巻を発売します。
どの音楽教材にもフィット、サブ教材として使える楽典ドリルです。

●音楽療育指導概論 -鍵盤指導者による音楽療育指導の実例
jet音楽療育研究会編 本体2500円+税 7月下旬発売予定
全日本エレクトーン指導者協会の音楽療育研究会にて、10年に渡って行われて来た活動の記録です。
障害児と音楽を共有して行くにはどのようにすれば良いか音楽指導者にとって必読の書です。

実方 康介
（ピティナ・ピアノ曲事典編集主幹）

データベースの効能
～ピティナ・ピアノ曲事典のこれから～

ぴあののアトリエ１／
がくてんのアトリエ１
（共同音楽出版社）

ピティナ・ピアノ曲事典というウェブサイトの編
集責任者をしています。作曲家や作品情報のデータベー
スを日々取り扱っています。情報量を増すため、音
大の先生や学生、ピアニストの方々に手伝って頂い
ています。私の役目は毎日少しずつ整備されるデー
タを整理し、有効活用することです。
先日、「マネー・ボール」という本を読みました。

予算の乏しい大リーグの野球チームが、予算3倍のチー
ムと毎年優勝争いをしています。それは直感に頼らず、
データを元にスカウトする新人を選び、ゲーム内で
の戦術を選ぶことを徹底したからだそうです。
もちろん、ゲームの一局面においては直感が大事

なこともあります。気まぐれなプレーヤーが大ファ
インプレーをするかもしれません。しかし、大リー
グの試合数は年間100以上です。このような長期戦
において、例外的な事件は全体から見れば無視でき
るほど少ないものです。野球ゲームの実態は「普通の」
プレーの積み重ねなのです。
「マネー・ボール」は勝利という目標のためにデー
タを活用した例ですが、勝敗が無い音楽の世界でも、
データベースは活きると思います。ピアノ曲事典では、
「ショパン」のページや有名ピアニストの演奏が掲
載してあるページにアクセスが集中します。膨大な
数の音楽家や作品が存在してきた中で、注目される
のは一握りです。しかし、それらが目立てるのは圧
倒的多数の無名な人々が音楽に関わっているからです。

人知れず音楽の世界を支えてきた多くの人や作品に
光を当てたいといつも考えています。そのために、
現状の有名、無名に関わらず情報をフラットに比較
させ得る装置、データベースが使えると思うのです。

じつかた こうすけ

ピティナ・ピアノ曲事典
「ピティナ・ピアノのホームページ」内

　http://www.piano.or.jp/

1975年東京生。東京芸術大学楽理科卒業。
2000年より社団法人全日本ピアノ指導者協会事務局
に勤務。2007年よりピティナ・ピアノ曲事典編集主幹。
ピアノ歴20年。

実方康介プロフィール

prima
スタンプ



～連載～

ピアノレッスンの今後

株式会社プリマ楽器
〒103-0004　東京都中央区東日本橋1-1-8

TEL 03-3866-2221（業務部）　TEL 03-3866-2224（営業部）
FAX 03-3866-2222　http://www.prima-gakki.co.jp/

札幌営業所
〒060-0031　北海道札幌市中央区北１条東9-11-50

TEL 011-219-7121　FAX 011-219-7115
名古屋営業所

〒453-0016　愛知県名古屋市中村区黄金通り2-59 プリンセス名駅西1階 1A
TEL 052-486-2630　FAX 052-486-2636

♪♪♪Music Key Lesson レポート♪♪♪

���岩瀬洋子・田村智子

　講座後のディスカッションでよく出る質問に「皆
さんはわが子のレッスンをどうされていますか？」
というのがあります。すると…「そうそう、悩むのよ
ね～」と何人かがまさに現在進行形の悩みの種といっ
たご様子。
　ちょうどその前の先生のお悩みが「最近入会され
た高学年の男の子…実はお母様がピアノの先生。ど
うもご自宅でもその子にレッスンされているようで、
私が指示した曲想がどうも気に入らないようで、ご
自分の納得のいくように赤字で直してあるんです。
その子に"あなたはどう思う～？"と聞くと、"わかん
ないよ～"と…。あまりやる気もないようです。どう
したものでしょう。私もこのままではやりにくいし…」
　すると、その場にいらした先生方も「私は、息子を
教えていますが、高学年になって忙しくなり、大変さ
も見えているだけに、母と教師の両方の気持ちが揺
れ動き…続けてほしいけれど、どうしたらいいのか
悩んでいます。」と。「私は、自分では無理～と思い、他
人に預けました。でも娘が練習する音が気になって"
音違うわよ～"って。ある時は台所から走って"リズ
ムがおかしい！"片手には包丁が…そんな姿にお互
いビックリ！なあんてことがあったりで、ほんと、疲
れるわ～」どうもわが子の事となるとなかなか冷静
にはなれず、その対応の仕方に悩むピアノの先生が
多いようです。
　そこで、もしピアノの先生のお子さんが入会され
たらどうレッスンを進めていったらよいか考えてみ
ましょう。相手も慎重に考え悩んだ末、先生の教室の
門をたたかれたのです。まずは良き理解者、協力者に
なっていただくことです。専門の知識や技術をお持
ちのお母様、上手に係わって頂けたら最高のパートナー
です。家庭での練習の大切さ、長く続けることの必要
性など、すべて分かってくださっています。ですから
ある程度、これからのレッスンの進め方や方向性な
どお伝えし、具体的に毎日の練習の習慣をつけるた
めにはどうしたらいいかしら…など、一緒に考えて
いくのもよいのではないでしょうか。
　同業者だけに、相手が何を考えているか分からな
いと、不安になりついついよけいな口出しをしてし
まいがちです。先生の気持ちが分かることで安心でき、
母と先生の役割が区別できるのではないでしょうか。
いずれにしましても同業者のお子さんをお引き受け
するには、肩の力を抜き良きパートナーと考えたほ
うがいいように思うのですが…（＾－＾）

★講座のご案内★

講師：岩瀬洋子

●魅力的なピアノ教室実現のための「導入指導マスター講座」

　今「ピアノのおけいこ」のあり方（練習しない/親子
で根気がないなど）に多くのピアノ教師が悩んでいます。
そこで現状を踏まえた「魅力的な教師（指導）、教室
作り」が今真剣に求められています。この講座はその
ために何が必要か、実践できる「指導者としてのテク
ニック」を学べる、まさに今の時代に求められる講座
です。受講者は[Music Key認定証]を取得できます。
【東京】第11期 7/5, 9/6, 10/4, 11/1（毎回木曜日）
� 第12期 10/5, 11/2, 12/7, 1/18, 2/8, 3/7,4/11
� （毎月金曜日）受付開始！
� [会場] 東京芸術劇場第5会議室
� （池袋駅西口徒歩3分） 10：00～12：00　
【船橋】7/10, 9/11, 10/9, 11/13
【福岡】7/12, 9/13, 10/11, 11/22, 12/13
●魅力的なピアノ教室実現のための「ディプロマコース」

　これは上記講座修了者がさらに深く学習できるよう
実践的な内容で進められます。30分のレッスンの
具体的な進め方や指導の押さえ所、長期プランなど、
具体的に分かりやすく進めていきます。受講者は
[Music Key Diploma]を取得。
【東京】第9期 7/6, 9/7（毎回月曜日）
� [会場] 東京芸術劇場第5会議室 10：00～12：00
【多治見】7/3, 9/4, 10/2, 11/6

講師：田村智子

●ピアノ教師のための指導認定講座
　導入編「7/20 姫路」
　基礎編「8/31・10/19 池袋」
	 「7/5 大分」
●STOP！さぼる生徒・さびるピアノ
「富山 7/11」「柳川 11/15」「千葉 11/22」
上記講座のお問合せは
musickey@musickey-piano.com
またはTel/Fax：055-989-3900まで
ホームページhttp://www.musickey-piano.com/

Step 3 「叱り方」のテクニック
　「私のレッスンは、ほめるばかりのワンパターン。
緊張感が足りないと思いながらも、どう叱ったらい
いのかわからなくって。それに怒ったりしたら可哀
想で・・・」若いピアノの先生が相談に来られました。
　最近、ほめてばかりで叱れない、または、必要以上
に叱ってしまう先生、お母さんが多くありませんか？
　では、なぜ「叱れない」のでしょう？
　可哀想と思う気持ちは、一見、優しさの表れのよう
にも思えます。でも、実は、怒ると後が面倒くさい、周
囲の目やクレームが気になる、子どもに嫌われたく
ないといった気持ちがあるようです。
　でも、もし叱るべき時に叱らなかったら、どんな子
どもになってしまうのでしょうか？きっと、甘やか
されて、我がままな子になってしまいます。その方が、
可哀想ですよね。
　一方、「私は厳しく育てます｣と自信を持っている先
生やお母さんもいます。でも、子どものためと言いなが
ら、自分のストレスをぶつけたり、すっきりするまで長々
とお説教を続けるようでは、かえって逆効果です。
　叱ることは、子どもの成長にとって、認めること同様、
大切なことです。
　皆さんは、メラビアンの法則をご存知ですか？
　私たちのコミュニケーションの伝わる割合は、言
葉の内容はたったの7%、言葉以外の目や表情、声のトー
ンなどが93％と言われています。
　さらに叱る時は、叱る側の感情がそのまま子ども
に伝わってしまうことを忘れてはいけません。
　例えば何度もミスを繰り返す子に、「あんなに教え
たのに、許せない」という感情のおもむくまま叱ると、
子どもの意識は「ミスに気をつける」ではなく「許して
もらう」方に向かってしまいます。本来、私たちの心の
奥底には「子どもに、もっと良くなって欲しい」という
思いがあるはず。期待が裏切られ続けると、怒りが爆
発してしまうのですね。そういう時、「良くなって欲し
い」という原点に立ち返って、「どう言ったらこの子に
わかるだろう」と効果を考える時間を持ちましょう。
　そして、その子に１番伝わる言い方で、バシッと叱っ
てサッと切り上げたほうが効果的ですね。
　「こんなに何回も間違えなくても、きっとAちゃん
なら出来るはずだと思うんだ」
　「いったいどうしたの？いつものAちゃんらしく
ないね」
　「Aちゃんにしては、ミスが続くね。こういうミス
の連続はいけないよ。直さないとダメ｣
　「何に気をつけて弾いているのか聞かせてくれない？｣
　「ミスの原因は、音の読み違えだよね。ミスなく弾
こうとしているAちゃんの気持ちは伝わっているん
だけれど、残念ながら直っていないんだ。どうしたら、
直せる？｣
　「惜しいなあ。他はパーフェクトなのに。ここだけじゃない。

出来るはずだよ｣
　ついつい口走ってしまう「何
度言わせたらわかるの!」「ダメ
ねえ～」（ため息)「信じられない」

「こんなことだから、Aちゃんは」
（過去の失敗談を持ち出す）「もうッ。
いいッ！」というマイナスの言
葉は、どんどん子どもの脳と心
に入り込み「私はダメな子だ」と
刷り込まれてしまいます。
　マイナスがインプットされると、プレッシャーの
かかった発表会やグレードなどで失敗するたびに「やっ
ぱり先生、お母さんの言うとおりダメだった」と証拠
を集めてしまい、「私はダメな子だからいいや」とい
うあきらめの気持ちを育ててしまいます。つい厳し
く言ってしまったけれど、子どもを愛する先生、お母
さん。その気持ちが裏返しになってしまわないよう
に気をつけてくださいね。
　そして、叱った後は、思いやりのある優しい声で締
めくくり、子どもが新しい気持ちでピアノに向かえ
るよう背中をそっと押してあげましょう。
　今日、1番つらいのはAちゃんだよね
　悔しさをバネにがんばった成果を聴かせてね
　最初から上手に叱れる先生、親はいません。実は、
10年以上前になりますが、親業を学んでいた私も「感
情をコントロールなんて無理です。出来ません」とカ
ウンセラーに詰め寄ったことがあります。「出来ない
からこそ、もっといい親になりたくて学んでいるの
でしょう。練習して、賢い親になりましょう。娘さん
のために」カウンセラーに静かに諭され、私は親とし
て少しずつ成長して、叱るコツを掴んでいきました。

ピアノ指導の

現場から

ピティナ正会員、財）生涯学習財団認定プロフェッショナルコーチ。共育コーチ
ング研究会会員。国立音大卒。アーティスト・コーチングサロン主宰。各種大学、企
業にもコーチとして招聘され、さまざまな方面から高い評価を受けている。日本
ではまだ数少ないプロコーチの資格を持つピアノ教師の一人。
HPとブログ：
http://coachinglesson.blogdehp.ne.jp
http://www.coachinglesson.com/

青木 理恵　Rie Aoki

青木　理恵
（アーティスト・コーチ）

青木理恵の「コーチング・レッスン」    vol .  3

とっておきのぴあれんキッズVOL.2
～プレ・コーチング～
青木 理恵 編著　共同音楽出版社 1,260円

■ 新刊案内 ■

「とっておきのぴあれんキッズvol.2 プレ・コーチング」が発売に
なりました。38ページ～たのしいティーパーティ～では、練習に
行き詰った時に、子ども自身がより良い方法を考えながら解決して
いくことを体験できます。試練を乗り越えた先の喜びを沢山体験し
て欲しいと願っています。


	news88裏0708



