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春畑セロリの
きまぐれんだん

パペットレボリューション
（音楽之友社）

館野泉
左手のピアノシリーズ

（音楽之友社）

みんなで連弾
ハッピー★クリスマス
（全音楽譜出版社）

★全音楽譜出版
●グラナドス：詩的なワルツ集　1,260円（税込）
　ロマンティストだったグラナドスの初期の傑作です。エレガントな旋律と洗練されたピアノ
の響き、躍動感あふれるリズムに若々しいグラナドスのさわやかな魅力を感じる作品です。易し
く、どこか懐かしく美しいメロディーがとても親しみやすく、グラナドス自身が生涯にわたって
好んで演奏した曲です。 
●みんなで連弾 ハッピー★クリスマス　1,680円(税込)

　クリスマスの名曲14曲をバイエルからブルクミュラー程度のレベルでピアノ連弾にアレンジ
しました。プリモとセコンドの難易度も同程度で、どちらも楽しめるように工夫されています。
さらに、それぞれは簡単なのに2人がそろうとゴージャスに聞こえる魔法の連弾曲集!今年のク
リスマスはこの1冊で盛り上がりましょう!

★音楽之友社
●春畑セロリのきまぐれんだん パペット・レボリューション　春畑セロリ 作曲　1,575円（税込）
　8人という大人数で演奏する作品と、定番の編成である2人4手連弾という、対照的な作品を掲
載した連弾曲集。ピアノをパーカッション代わりに叩いたり、笛などの小さな楽器が加わった
り、みんなでカッコよく掛け声を出したりと、ただの連弾にとどまらない作品も含まれていま
す。これ1冊で、大人数から少人数まで、ピアノ・アンサンブルの幅が広がるでしょう。
●〔舘野泉 左手のピアノシリーズ〕いっぱいのともだち 左手のためのピアノ小前奏曲集
　末吉保雄 作曲　1,995（税込）  

　左手のためのピアノ小前奏曲集で、子どもたちの日常をモチーフにした全6曲からなる抒情的な
組曲。一茶の「雪とけて村いっぱいの子ども哉」の俳句をエピグラフに掲げた第1曲でにぎやかに始
まり、〈学校へ〉や〈えかき歌〉〈遅くなった帰り道〉など、子供たちの心理や情景を表情豊かにさまざ
まに描いていきます。最後は、三好達治の「太郎を眠らせ…」にエピグラフに掲げた終曲で、雪の降
り積もる夜のように静かに暖かく曲集を閉じます。 

●〔舘野泉 左手のピアノシリーズ〕3つの聖歌、子守歌、4つの小さな夢の歌　吉松隆 作曲　2,625円（税込） 

　《3つの聖歌》は、左手のピアノためのアンコール・ピース集として2005～06年に編曲。《子守歌》
は、2003年にピアニスト田部京子のCDのために書き下ろした小品で原曲はピアノソロ。3手連弾
版は2004年秋、美智子皇后陛下と舘野泉の連弾のため編曲。《４つの小さな夢の歌》は、ラジオや舞
台など色々な機会に書いたメロディを4つ拾い集めたミニ版「四季」。

★ドレミ楽譜出版社
●マイ・タッチ 〈指づかい教則本〉　宮本洋子 編　840円（税込）
　ピアノを上手に弾けるようになるには、指が動かなくては始まりません。ピアノを始めて間
もない方、基礎をしっかり身に付けたい方のために、運指のトレーニングに効果的な指使い教
則本です。「マイタッチ練習用鍵盤」と併用されることをお薦めします。
●ピアノで奏でるクラシック・ベスト200 ［第三巻］　2,100円（税込）
　「ピアノ名曲110選」の姉妹編としてより広い範囲より選曲し、今日のピアノ教室、ピアノ･レスナーのニーズに合
わせ200曲に厳選した、クラシック･ピアノ曲集のワイド版です。演奏グレードごとに4分冊しており、［第三巻］は、ソ
ナタ･アルバム程度の楽曲を中心に構成しました。

★カワイ出版
●こどものための連弾ピアノ曲集 
　小さな二人の大冒険　壺井一歩　1,470円（税込）
　子供向け連弾曲集ながら、情緒溢れる楽
曲はむしろ大人が感動する仕上がりです。各
楽曲に解説が添えられています。カワイ音楽
教室の機関誌「あんさんぶる」に掲載された
作品に、新たな書き下ろしを加えた全10曲。

★共同音楽出版社
●ぴあののアトリエ ソナチネ・セレクション
　山本英子編著　1,470円（税込）
　多くのソナチネ曲からピアノ学習者なら
ぜひ弾きたい作品を10曲選んで収録しました。
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大阪音楽大学卒業、同大学院ピアノ科修了。作品はピアノ小品、ミュー
ジカル作品、朗読とのコラボレーション等、子供達とのコミュニケー
ション上で生まれたものが多い。ピティナ・ピアノコンペティション
では、2008年「よなかのとけい」、2009年「カードマジック」で新曲
課題曲賞受賞。ピティナ正会員。

～ピアノレッスンのひと工夫～
「バスティン連弾アレンジシリーズ」いかがですか？

今月のNEWSな楽譜＆グッズ
★ヤマハミュージックメディア

●ミッフィーのぴあの絵本 はじめてのレパートリー　1,260円（税込）
　既刊『ミッフィーぴあの絵本』1～3巻に対応したレパートリー集。テキスト曲を両手に発展させたものと、よく
知られた外国曲などソロ・連弾・6手連弾のやさしい楽曲が収載されています。レッスンではもちろん、兄弟・親子
で発表会のレパートリーとしても使用できます。年少幼児の発表会選曲に困っている先生にもおススメです。
●白戸(ホワイト)家のクラシック音楽 　1,260円（税込）
　ソフトバンクモバイルのCMで使用された数々の名曲たち。予想外な家族・白戸家を巡る予想外の日常を予想
外な選曲で印象付けたCMのコンピレーション・アルバムのピアノアレンジ楽譜。CMを彩っていたのはプロコフ
ィエフやチャイコフスキーといった名立たる作曲家の有名作品。「1度は聴いた覚えがあるけれど、この曲ってい
ったい誰の曲!?」そんな名曲を集めてみると、出来上がったアルバムは予想通りの名曲集になりました。

安倍　美穂　Miho Abe

安倍美穂（ピアニスト）
あ べ  み ほ

　バスティン・メソードの
メインテキスト「ピアノベー
シックス」が連弾用にアレ
ンジされているのはご存知
でしょうか。ピティナのオ
ンデマンド楽譜販売システ
ム「ミュッセ」*でこの連弾シ
リーズが続々発売され、私も
編曲のお手伝いをしています。

　子供たちの大好きな連弾が、レッスンにたくさん取
り入れられます。いつものレッスン曲にアンサンブル
パートが加わり、先生と、お母さんと、お友達と、手軽
に連弾が楽しめます。バスティンでご指導の方も、他
教材をお使いの方も、虎の巻として是非おすすめです。
例えば私はこんな風に使っています。
1. 先取り教材、基礎練習として
　ベーシックス1の「行進しよう」。原曲は右、左順に「ド
レミファソーソー、ソファミレドー」×2と弾くだけ
のシンプルな曲です。連弾アレンジでは伴奏を変え
ながら、楽しく4回繰り返す曲になりました。この曲は、
右左1の指が「ド」のポジションレベルの子の先取り
教材として使っています。「大きな犬が寝ているよ、
静かに…」なんてお話もついているので、「ほら、5の
指がドカーンとなったからかまれちゃう。がぶっ！」
で大喜び、うまくいけば結構緊張感を持って、いいお
指で「ドレミファソーソー」とやってくれますよ。
2. 移調練習に
　ベーシックス1の「和音でとんで」。少し大きい子の

移調練習に使っています。初見で弾かせたあと「はい、
○調～、次は○調～」。生徒達は「え～～。」と言いなが
らも楽しそうです。和音は全て基本形なので1度、4度、
5度の確認にもなって便利。原曲を伴奏にして、アレ
ンジメロディーに「かえるの歌」を乗せました。「太っ
ちょがえる、ちびっこがえる…」など、ニュアンスを
いろいろ工夫するのも楽しいでしょう。
3. 名曲の経験に
　「喜びの歌」「モーツァルトソナタK．331」「新世界
より」など、バスティン先生が教材とするために割愛
しなければならなかったと思われる部分が復活し、
オリジナルの味わいに近づいています。レッスンだけ
でなく発表会にもおすすめです。
　バスティン・メソードは原曲がシンプルなので、
アイディア次第で楽しいレッスンになること請け合
いです。是非お試しください。

購入は「ピティナ・ミュッセ」から
http://www.piano.or.jp/enc/musse/

*ミュッセ（MUSSE）は、好きな曲を選んで1冊のオリジナル
楽譜集を作ることができる、新しい楽譜販売サービスです。



～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

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

News88のバックナンバーが、プリマ楽器ホームページから
ご覧いただけるようになりました！

閲覧・ダウンロードはこちらから
http://www.prima-gakki.co.jp/

♪♪♪Music Key Lesson レポート♪♪♪
	岩瀬洋子・田村智子

　9月に入り、朝晩は涼しくとても過ごしやすくな
りました。ただ日中はまだまだ暑い日が続いてい
ます。私たちの2人講座も全てが無事終了しました。
梅雨の季節にも関わらずなんと雨の日を避けるよ
うに講座が開催できましたことは本当にラッキー
というか、神様に感謝…でした。開催に向けご準
備下さった皆様、そして受講くださった皆さまに
心からお礼申し上げるとともに感謝の気持ちで一
杯です。本当にありがとうございました。
　講座の中でご紹介させていただきました「ピア
ノ教師！お悩み110番！」お陰さまでびっくりする
ほどの反響をいただきました。先日もミュージッ
クキーのホームページに次のようなお便りがあり
ました。『実はお2人の講座を聞いた前日…講座で
お話があった困った母親…まさにその困った母親
が私でした。そろそろ本腰をいれて勉強してほしい。
そんな親の気持ちを察してか、思うようにいかな
いわが身に親に反抗ばかり…好きで続けてきたピ
アノ…分かっているのに、「勉強しないなら辞め
てしまえ！」・・・と。生徒にはそんなとき模範
的な言葉かけができるのに…わが子には最低の母
親…そんなことがあり落ち込んでいた次の日の受
講でした。聞いていて涙が出てきました。そして
購入した110番！一気に読み、うなずくことばかり。
とても勇気づけられました。もっと良い教師…そ
して良い母になりたい…と。』こんな素直にご自
分のお気持ちをつづって下さったのです。私たち
も涙が出てきました。頭では十分分かっているの
です。でもわが子となるとハートが入り、なかな
か冷静にはなりにくいのです。み～んなそんな狭
間で思い悩んでいるのです。でもそんな苦い体験
があるからこそ、生徒さんの親御さんの心に響く
言葉かけができるのだと思います。
　子供を育てるという長い過程の中で思春期とは
親にとって"せつない時期"なのかもしれませんね。
ピアノ教師にとってもこの時期の生徒とのレッス
ンは"ガラス細工"のように繊細でもろさを感じます。
ただ壊れてもまた再生できる"たくましさ"を身につ
けてほしい。そのためにも私たちピアノ教師はた
まにはあえて"手を差し出さない"そんな勇気も必要
なんじゃあないかな～と思うのですが…どう思わ
れますか？
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■著書紹介
ピアノ教師 お悩み110番！
即実践！110題の「困った」を今すぐ解決 

田村智子・岩瀬洋子 共著
全音楽譜出版社 刊　税込価格：1,785円
お求めはお近くの楽器店で！

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・4つのシリーズ」
【東京】�《譜読み編》 10/2, 11/6,  《リズム編》 12/4, 1/15
	 《テクニック編》 2/5, 3/5,  《実践編》 5/14, 6/4
	 （全て金曜日） 受付開始！
	 [会場] 東京芸術劇場第5会議室9：50～11：50

【大分】�《リズム編》 9/18《テクニック編》 11/20, 1/22

【広島】�《リズム編》 9/9
� 《テクニック編》 11/11, 12/9, 《実践編》2/3, 3/3

【船橋】�《譜読み編》 9/8, 《リズム編》 10/13, 11/10
� 《テクニック編》 12/8, 1/12, 《実践編》 2/9, 3/9
【姫路】�《譜読み編》9/10 《リズム編》11/12, 12/10　�
� 《テクニック編》2/4, 3/4　《実践編》日程未定
●魅力的なピアノ教室実現のための「ディプロマコース」
【名古屋】 9/2, 10/7（水曜日）
【東京】9/3, 10/1, 11/5, 12/3, 1/14 （木曜日）第6・7回は未定

講師：田村智子
●「さぼる生徒・さびるピアノ」
【広島 福山】9/28（水）
●「生徒・教師・親も慣れたころが一番危ない時期！
　さあどう乗り越えるか！ユニークなテクニック法！　
　勝負15分で解決コード！」基礎期の指導法
【福岡　柳川】9/10, 10/8, 11/12

●フレ～！フレ～！フレッシュPiano教師ワークショップ！
　『教師だって楽しんでレッスンしたい！』
　新しい形の参加型ワークショップです。個人的にしていた
だくことはありません。とにかく楽しく！です。
　動きやすい服装でご参加ください。
【姫路】9/11, 10/9, 11/13（金曜日） 

ミュージックキーのお問合せメールは
musickey@musickey-piano.com

ミュージックキーホームページは
http://www.musickey-piano.com/

ピアノ指導の

現場から

第5回 F. メンデルスゾーン先生（1809-1847）ドイツ

■ライプツィヒ音楽院初代院長
　メンデルスゾーン先生は1840年4月8日付けで、ザ
クセン王国のファルケンシュタイン国務大臣に音楽
院設立の請願書を書きました。そこには「十分な教育
を受けたいと希望している生徒のほとんどは、プロ
の音楽家をめざしています。しかし、彼らはレッスン
を受けたくても、経済的余裕がありません。また、教
師たちも、才能のある生徒を教えたとしても、それに
見合った収入を得ることができません。つまりどち
らも損害を被っています。そこで公立の音楽院の開
校が急がれ、要望されています。」と書かれていました。
　1843年4月3日にライプツィヒ音楽院が設立されま
した。教授の中にはシューマン先生やモシェレス先
生もいました。
■メンデルスゾーン先生のレッスン
　上級のピアノクラスと作曲クラスを担当。毎週水
曜日と土曜日の午後に2時間講義されました。ピア
ノクラスの学生には、1人ずつ演奏させ、それぞれ
の間違っている点や、なぜいけないのかを丁寧に克
明に解説しました。ほんとうに学生が理解したかを
徹底的に確認し、わからないままにすることを絶対
に許しませんでした。一方、なかなかうまく弾けな
い学生でも、努力をしているということがわかると、
他の教官よりも、はるかに丁寧に簡潔な言葉で何度
も説明し、出来るようになると誉めまくりました。
カール・ライネッケは、「15分間で、一生役立つよ
うなアドバイスや音楽的な知識を得ることができた。」
といっています。
■猫に失礼なメンデルスゾーン先生!!
　当時は、楽譜に書かれている音に、他の音を追加
して演奏することがよく行われていました。しかし、
楽譜どおりに学生が弾かないと、「そんなことは書
いていないだろう!!」と怒鳴りました。また困難な
パッセージで、もたついている学生には、「So　
Spielen　die　Katzen！」と侮辱して怒鳴りました。
この言葉は直訳すると、「そんな弾き方をするのは
猫ぐらいだ」ですが、意味としては、「そんなことは、
バカでも弾けるよ」といったところでしょうか。
■激怒するメンデルスゾーン先生!!
　学生が不注意で小さなミスをすると必要以上に激
怒して、大銀行家のお坊ちゃま先生とは思えない言
動で学生たちを震え上がらせました。また同僚と出
来の悪かった学生の噂話をして、ばかにしてもいま
した。このようなことは一見意外なように思われま
すが、もともと性格の一面であったとも言われていて、
本人自身も教師に向いていないと思っていたようです。
最も教師として尊敬できることは、生徒が学業に専

念できるように奨学金の増額
を申請し、そのつどアップす
るようにしたことです。
■メンデルスゾーン先生の演奏法。
1.	聴衆が鍵盤と10本の指を忘れ�
�てしまう演奏で、一貫して端
�正に弾かれ、いわゆる鍵盤の
�上でサーカス芸を軽薄にみせ
�びらかすようなことは絶対に�
�ありませんでした。
2.	自分の独奏用作品を演奏するときには、「控えめな」�
�弾き方をしました。演奏技巧をひけらかさず、作品�
�そのものの魅力によって聴衆を魅了しようと思って�
�いました。
3.	拍子を厳格に遵守する演奏でした。
4.	ダンパー・ペダルは控えめで洗練されていました。

information________________________________________

■トークコンサート&ピティナ・ピアノステップのご案内
チェルニー博士の学習塾
ピアノの歴史や構造を知ってバッハやチェルニーを好きになろう！
演奏/アドバイザー：岳本恭治
ブルグミュラーの練習曲（原典版)、チェルニー：ソナタ作品7、リスト：
ラ・カンパネラ、バッハ＝サーンサーンス編曲：プレリュードニ長調など
＊ピアノを使用した楽しい実験も行います。お楽しみに!!

2009年11月7日(土)12:00～12:15 徳之島文化会館
お問合せ：ピティナ徳之島かんもぉーれステーション （0997-86-3852）

■講座のご案内
ピアノの構造と音の出し方 ~正しいタッチと脱力を学ぶ~

講師：岳本恭治
2009年11月8日（日）10:00～12:00 徳之島文化会館
お問合せ：ピティナ徳之島かんもぉーれステーション （0997-86-3852）

■著書紹介
江戸でピアノを
バロックの家康からロマン派の慶喜まで
岳本恭治 著／山季布枝 ピアノ演奏
未知谷 刊（CD付） 税込価格：2,940円

岳本 恭治
（日本J.N.フンメル協会 会長）

ピアノ教師でもあった大作曲家たち
～ハイフィンガーを嫌ったバッハ先生から弦に指が達するようなタッチのドビュッシー先生～

武蔵野音楽大学音楽学部ピアノ科及び国立音楽院ピアノ調律科卒
業。ロンドン・トリニティカレッジグレード・ディプロマ取得。
NHK=FM等の演奏活動と共にピアノ構造学・改良史・奏法史の研究
者としてレクチャー、コンサートを国内外で行う。ムジカノーヴァ
誌等に執筆。スロヴァキア国際フンメル協会より「フンメル賞」を受
賞。著書「ピアノを読む」、「江戸でピアノを」等多数。現在、日本J.N.フ
ンメル協会会長、国立音楽院講師、スロヴァキア国際フンメル協会
名誉会員、全日本ピアノ指導者協会（PTNA）正会員。
岳本恭治先生のブログ...http://jnhummel.com

岳本 恭治　Kyoji Takemoto


