͈ࣽOFXT̈́ڢໄɕΈΛΒ
ɚಎ؇ͺȜΠ

లĹĴ

ɜȡ̭̥͉̲ͦͣ͛ͥ૽͈ȡġ͉̲͈͛̀άͺΦȜΡήΛ·
ȁུఘĺııĬ୕ȁĲષอคထ
三本の指だけで押さえられるように作られた、初心者のためのピアノコードブックです。
すぐに曲を弾きたい、まずは簡単なコードから覚えたいと言う方に最適です。

ȪĳııĹාĳȫ
こどもと親の心を満たすピアノメソードシステム

ɚμζΧηνȜΐΛ·ιΟͻͺ

『ぴあののアトリエ』
『 がくてんのアトリエ』

ɜঊ̳̓ͬ͊͜ȁȜΙϋΈάͺΦτΛΑϋȺୠȻ
ȁŗŰŭįĲȜΙϋΈΑ΅σ༎ȟŗŰŭįĳ؊ဥΑ΅σ༎

やまもと

ȁ࿐ၑࠃಠ৪ȁڎĲĹııĬ୕ȁĲئอคထ
コーチングとは相手の気づきを引き出してゴールに向かって行きます。
ビジネス、スポーツ、教育、医療の現場でも積極的に導入されています。

（中央アート）

ɜΈτΙλΣΦέȁάͺΦैਬԅİԆȪ˟ˠັ̧ȫ
ȁനୃਏ۬ਘġԅġུఘĳĳııĬ୕ȁԆġུఘĳĴııĬ୕ȁĲئอคထ
世界にはまだまだ知られていない美しい作品が数多く存在します。
待望久しいグレチャニノフの佳作が２冊の作品集にまとまりました。

ɜȜΡΥȜθͬ౮̷̧̭̠̈́ŃŰŰŬġĳȁ̞̞͢͢ਰ༎
ȁȪάͺΦ͈୶͈̹͈͛ͺ·ΞͻήȆΠτȜΣϋΈȫ
ུఘĲĳııĬ୕ȁĲಎอคထ
11月に発売したBook1晴れて入門編がマスター出来たら、
次のステップに進みましょう！

ɚΡτηڢໄๅ২
ɜςΛ·ΞͻάͺΦਬġˍȄˎȁȪ·ρόͻͺȆͺσΨθȫ
ȁષࢴ۬ਘİ͉ͥ̈́ࢷഁȁུఘڎĳĶııĬ୕ȁĲષอคထ
近代フランスの異才、サティが残したピアノ作品をほぼ網羅した全集です。

ɜ΄ȜΏν;ͻϋȆάͺΦྴެਬȪ·ρόͻͺȆͺσΨθȫ
ȁგന௱۬ਘȁུఘĲıııĬ୕ȁĲષอคထ
アメリカの特徴あるセミ・クラシックの作曲家、ガーシュウィンのピアノ独奏の
ほとんどを校訂、掲載しました。

ɜ˦ȅΏνΠρ;Αİͻ;͈זϋȆχσΜਬȪ·ρόͻͺȆͺσΨθȫ

グレチャニノフ
ピアノ作品集Ⅰ・Ⅱ
（ヤマハミュージックメディア）

ȁ༎ਬ໐༎ȁུఘĲĶııĬ୕ȁĲષอคထ
ワルツ王と呼ばれ、
170曲にのぼるワルツを作曲したヨハン・シュトラウス2世の作品を中心に、
全曲ピアノソロ用に編曲しました。

ɜΏοΩϋȆΦ·ΗȜϋਬȪ·ρόͻͺȆͺσΨθȫ
ȁ౻ࢣ༎ಠȁུఘĲķııĬ୕ȁĲئอคထ
本書では21曲のノクターン全曲を掲載、作曲者の生涯やその時代背景、各曲の演奏ポイントなどをまとめた
解説を巻頭に掲載しています。

ɜႯਠဥࡎ๕ȶζͼȆΗΛΙȷȺٜ୰ັ̧ȻȪΧȜΠέσȆάͺΦȆτΛΑϋȫ
ȁུݠဢঊٜ୰ȁུఘĺııĬ୕ȁĲئอคထ
机やひざの上で、指の様々な技法を身に付けるための練習用鍵盤です。
鍵盤は4オクターブ、実物大、軽くて携帯に便利です。

ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɚވ൳ڢໄๅ২

えいこ

山本 英子（ピアノ指導者）

はじめての
ピアノコードブック

少子化が叫ばれて久しい中、
早期幼児教育は過熱の一途で
すが、ピアノ教育においても、
絶対音感の臨界期である2〜3
歳の幼児に、『ピアノを弾くレッ
スン』を求める親が、確実に
増えています。
そのニーズに応えるため、
3歳からでも無理なく始められ、
ソナチネやツェルニー100番、30番などのレベルへと
つなぐことができる、一貫したピアノメソードとして
誕生したのが、この『ぴあののアトリエ』と『がくてん
のアトリエ』です。
特に『ぴあののアトリエ①』では、こどもにとっては
「親しみやすさ」と「わかりやすさ」を、先生にとっては
「教えやすさ」を追究し、次の４つの工夫をしています。
★1小節の曲から始めること
★前後の曲が共通部分を多く持つこと
★曲のタイトルがそのまま歌詞になっていること
★顔番号と指番号を併記していること
これらの特色によって、こどもが始めから意欲的に
取り組むことができ、先生にとっても手のかかる導入
期の指導がとてもラクなものになります。
『ぴあののアトリエ②〜⑥』においては、バロック
から近代までの曲が偏ることがないように配慮した
上で、よく知られた曲をバランスよく選曲し、演奏技
術や表現力の向上を目指します。また連弾を随所に取
り入れ、
『ぴあののアトリエ④〜⑥』では、両方のパー

トを弾けるようにアレンジしてあるのも特徴です。
『がくてんのアトリエ①〜⑥』は、こどもが楽しく
取り組める簡単な作業から始めて、音階・和音・音程
など楽典知識の基本を学習し、簡単なアナリーゼにま
で発展させる、本格的な楽典教本です。各巻ごとに『ぴ
あののアトリエ』と準拠していますが、ピアノ以外の
楽器を勉強しているこどもも『がくてんのアトリエ』
を使って、大切な楽典を学習することができます。
親しみやすさとわかりやすさにこだわりながらも、
内容が充実した、この新しい『ぴあののアトリエシス
テム』を、ぜひ導入期からお試し下さい。

ぴあののアトリエ1〜6
各1,260円
（税込）

がくてんのアトリエ1〜6
各1,050円
（税込）
共同音楽出版社
山本

英子 Eiko Yamamoto

東京都新宿区出身。
東京都立芸術高校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピア
ノ専攻卒業。松岡貞子、山田朋子、佐野川延子、中野公子、小島ちず子の
諸氏に師事。また、ヤマハ音楽院にて、ジャズ、編曲等を、藤井英一、秋
満義孝、
小山恭弘、
本田竹曠の諸氏に師事。
ヤマハ音楽院、ヤマハ音楽教室で講師を務め、クラビノーバ発売に際
して、
発表演奏や試弾、
楽曲アレンジ等を行い、
その普及に携わる。
その後、オーストラリア国立大学大学院（ピアノ専攻）修了。John
Luxton氏に師事。
演奏活動の傍ら、昭和音楽大学附属音楽教室講師を務め、現在、
「AEピ
アノスクール」
代表。

ɜ͎̜͈͈ͺΠςġΞ·ΣΛ·˝
ȪĴےȫ
ȁ५ུםঊಠġུఘĲĳııĬ୕
好評を頂いているアトリエシステムの新
シリーズです。８小節程度の曲が40曲その
中で始めは片手づつ、徐々に両手で弾く曲
へとステップアップしてゆきます。

ɚȜασ২
ɜ̲̞ͧͅχȜ·ȆήΛ·ӱ
ȁȴ̤ͭ͑·ͼΒ̧̾ȵ
ȁဪঊಠȁུఘĺĶıĬ୕ȁ
本書は小さい子が楽しく音符を覚えるた
めのワークブックです。
おんぷクイズは子供達に喜びを与える楽
しいご褒美です。

͈ࣽOFXT̈́ڢໄɕΈΛΒ
ɚڢإ২
ɜΨσΠȜ·ġη·υΑκΑġˍɕˎ
ȁྎ༗ဎȆΨΛίએঊȁ༎ȁུఘĲĵııĬ୕ȁĲئอคထ
ミクロコスモスとは小宇宙。初版を底本とした批判校訂版である。最初の意図通り１、2巻を合本にした。
ハンガリー音楽も説明、作品の背景が分かります。

ɜΨσΠȜ·ġη·υΑκΑġˏ
ȁྎ༗ဎȆΨΛίએঊ༎ȁུఘĲĳııĬ୕ȁĲئอคထ
バルトークの気持ちや意図を分かりやすく伝える事を工夫したシリーズ。
多彩な素材が組み込まれていて、子供は色々な作曲技法に接する事が出来る。

ȡ Ⴒ शȡ

άͺΦঐ൵͈
࡛ા̥ͣ
青木 理 恵 の「コーチング・レッス ン 」
Step 9 あなたの強みは何ですか？
強みを活かしたレッスンのすすめ

άͺΦτΛΑϋ͈ࣽࢃ
vol.

9

ちょっと照れくさいですが、
ありがたく受け止めました。
お返しに、夫と娘にも強みの
ミッキーマウスの生みの親のウォルト・ディズニー
リストをプレゼント。
の有名な話があります。貧しく、絵の才能を認められ
日常では、強みを伝える方も
なかったディズニーは、仕事にあぶれ、文無しでした。
受け取る方もなんとなく流して
そんな時、なにか良いアイデアはないかと頭をひね
しまう傾向があるようです。
り続けて考えた時、ふと浮かんだのが、昔、ガレージ
青木 理恵
そこで、ぴあれん手帳では24ペー
で絵を描いていた時に、手を休めて遊んだハツカネ
ジに、ぴあれんキッズでは、30ペー （アーティスト・コーチ）
ズミのかわいらしさ！そこから、
生まれたのがミッキー・
ジに強みを見つけるページをつ
マウスです。その後、ディズニーが、映画製作、ディズ
くりました。子どもが心の中で自慢に思っていたり、
ニーランドを設立し、世界のディズニーへと成功し
得意に思うこと書き込んでいきながら、自分の強み
ていたことは、皆さまもご存知のことでしょう。しか
と出会っていきます。先生、お母さんもぜひ、ご一
し、
とんとん拍子でここまできたわけではありません。
緒に宝探しをしてあげてください。そして、なかな
彼の強みである「徹底的なこだわり」を活かしたこと
か見つからない時には、ちょっと心がけて強みに気
が、すべての成功に結びつきました。常にアイデアに
づかせる言葉をかけてみましょう。あなたのこんな
没頭する彼は、毎週必ず動物園へ行き、動物の鳴き声
ところがすごいよね。すてきだねって！
や動きを研究しました。また、
「これだ！」と思ったこ
そんな言葉がけは、子どもにとって最高のプレゼ
とは、周りがどんなに反対しても絶対に諦めずにや
ント！自信を持って
「自分が好き！」
と言える子どもに
り通す「徹底的なこだわり」がありました。この「こだ
なれるからです。
わり」は周囲から見たら「頑固さ」という弱みかもし
れません。しかし、人は、窮地に陥ったときこそ、強み
を発揮し、何かを生み出すことができると言われて
います。ならば、日ごろから自分の強みを知り、それ
を使って才能を磨いて、仕事や勉強に活かしてみよ
うではありませんか！
実は、コーチングレッスンのセミナーで「生徒さん
■青木先生の本■
の強みを見つけてみましょう」と言うと「うう〜ん。
とっておきのぴあれんキッズVOL.1
悪いところなら、すぐに見つかるんだけれど・・」頭を
〜プレ・コーチング〜
ひねってしまう先生方がほとんどです。でも、もっと
青木 理恵、保科 陽子 編著 1,050円
大きく生徒さんを捉えてみませんか？例えば、
「人と
とっておきのぴあれんキッズVOL.2
話すのが苦手。良いものを持っているのだけれど、演
〜プレ・コーチング〜
奏も消極的」といった弱みがあったら、話すかわりに
とっておきの
青木 理恵 編著 1,260円
ぴあれんキッズ
手紙で気持ちを伝える練習をしてはいかがでしょう。 ピアノの先生、レスナーにおくるかんたんコーチング：
VOL. 1
〜ほらあなの世界〜より
人と気持ちを分かち合う喜びを通じて、気持ちよく
とっておきのぴあれん手帳VOL.1
自信をもって表現出来たら、演奏にもつながりそう
青木 理恵、保科 陽子 編著 1,050円
です。
「大きな声で話しなさい。メリハリつけて弾き
なさい」と何度も何度も言うよりも、ずっと効果的ア
プローチです。また、
「どうも音楽が硬い」といった弱
〈共同音楽出版社刊〉
みがあったとしても、むしろ、それを強みとして前向
きに捉え、生徒さん自ら、格調高く見事に整理された
青木 理恵 Rie Aoki
演奏にまで極めることができたら、素晴らしい個性
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
となります。
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
自分の強みがわからない時は、
「私の強みって何だ
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。
と思う？」
って聞いてみてもいいですね。
HPとブログ：
私も家族に私の強みを聞いてみました。
http://coachinglesson.blogdehp.ne.jp
明るく元気なところ。
パワフルなエネルギー。
http://www.coachinglesson.com/
優しさと愛。
勉強するところ。
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ŚߒࠜɈȮѴತŚ
⻠Ꮷ㧦ጤἑᵗሶ
ŜປཱྀఎɄʬɺʦݛ࣒ࣘڗɈȹɛɈ
ĶೀʶʑʗĜߒࠜķ

新年あけましておめでとうございます。毎年発表
ā今「ピアノのおけいこ」のあり方（練習しない/親子
される昨年を表す漢字が「偽」。なんとも残念で恥ず
で根気がないなど）に多くのピアノ教師が悩んでいます。
かしい。よく最近の子供たちは…と話題になります。
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
我慢強くない…とか、理屈っぽい…とか、まじめさに
ために何が必要か、実践できる「指導者としてのテク
欠ける…とか。でも考えてみたらこれって大人社会
ニック」を学べる、まさに今の時代に求められる講座
にもぜ〜んぶ当てはまるように思うのです。それが
「偽」
です。受講者は[Music Key認定証]を取得できます。
となったのではないでしょうか。子供たちは私たち
【東京】第12期 1/18, 2/1, 3/7, 4/11
（金曜日）
!
大人の恥ずかしい行動をじっと見ているのです。そ
!
[会場] 東京芸術劇場第5会議室10：00〜12：00
してそのまま子供たちは真似ているんだな〜と思う
【名古屋】第5期 5/14, 6/11, 7/9, 9/10, 10/8, 11/12
（毎週水曜日）受付開始！
と、申し訳なく思ってしまうのです。新しい年を迎え、 !
ŜປཱྀఎɄʬɺʦݛ࣒ࣘڗɈȹɛɈ
Ķʟɻʯ˅ʶʋĜʑķ
「今年こそは子供たちにとって良き手本となる大人
これは上記講座修了者がさらに深く学習できるよう
…そして社会に…」そう強く思うのです。
実践的な内容で進められます。30分のレッスンの
話は変わりますが、今回はすてきなファミリーの
具体的な進め方や指導の押さえ所、長期プランなど、
お話です。Kさんのお宅とはレッスンを通し、3人の
具体的に分かりやすく進めていきます。受講者は
お子さんとの長いお付き合いが続いています。長女
[Music Key Diploma]を取得。
のMさんは大学に入りレッスンを一時離れましたが、 【東京】第10期 1/17, 3/6, 4/10, 5/8, 6/5, 7/3, 9/2 !
!
[会場] 東京芸術劇場第5会議室 10：00〜12：00
社会人となり再びレッスン復帰。大学生のY君は休
【船橋】2/12, 3/11, 4/8, 5/13, 6/10, 7/8
みのたびに教室に遊びにきて、以前弾いた曲をポロ
【福岡】2/14, 3/13, 4/17, 5/15, 6/12, 7/10, 9/11
ポロ聞かせてくれます。そして高校生のAちゃんは
ŜഭĶʬɺʦ࣒ڗา՟Ċ
忙しい中ですが、レッスンを続けています。みんな音
ā৽ȮɂɁɉɄȞݛেĊȜɄȹɈ࣒ڗɉসඳĉķ
楽が生活の一部のようになっていて色々な場面でピ
「名古屋4/9」
アノが支えになっているようです。3人とも吹奏楽に
⻠Ꮷ㧦↰ᥓሶ
入り、クラリネットを演奏します。たまに3人が顔を
ŜʬɺʦࢍڗɈȹɛɈೇ௰ߒࠜ
合せるとピアノとのアンサンブルに興じるようです。
導入編「3/17・4/10・5/15金沢」
「9/11・10/2・11/6柳川」
「そんな子供たちを見て、"羨ましく、また微笑ましく
応用編「1/17・2/28大分」
「2/15・4/18・6/20池袋」
…やっぱりピアノを続けさせて良かった。"と改めて
ɜౙอȇ̤̱ͧ͜Ξ·ΣΛ·「4/23広島」
思います。辞めさせようか…と思い悩むことが何回
ɜౙอȇStop!̯͖ͥരȆ̯͍ͥάͺΦ
もありましたが、先生方の"あせらずぼちぼち、楽し
「1/31大阪」「2/17多治見」「5/14岐阜」
みながら…"そんな言葉に励まされ私も乗り越える
上記講座に関しましてのお問合せ：
ことができました」と。"ピアノを続けることで色々
ミュージックキー TEL/FAX055-989-3900
詳しくはhttp://sound.jp/musickey/ へ
なことを学んでほしい"というKさんの思いはしっ
かり子供たちに伝わったようです。
ڼٛ২ίςζܕڢ
確かに長い中には色々なことがありました。でも
ɧ214.1115ȁނസಎ؇ߊུޘ2.2.9
UFM!14.4977.3332Ȫުྩ໐ȫȁUFM!14.4977.3335Ȫުא໐ȫ
いつもわが子のことを一生懸命考え、周りの意見に
GBY!14.4977.3333ȁiuuq;00xxx0q
素直に耳を傾け、今本当に大切なものは何かを悩み
ढ़ིުאਫ਼
ɧ171.1142ȁཤ٬ൽढ़ིঌಎ؇ߊཤˍૄ:.22.61
ながらも決断されてきたKさんでした。決してあき
UFM!122.32:.8232ȁGBY!122.32:.8226
らめない強さ、周りの意見に耳を傾ける素直さ…こ
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れています。
やはり子は親の背を見て育つんですね。
News88のバックナンバーが、
プリマ楽器ホームページから
ということは〜生徒は先生の背を見て育つ…新年
ご覧いただけるようになりました！
を迎え気持ち新たにまたがんばるぞ〜！！＼(^o^)／
閲覧・ダウンロードはこちらから
今年もどうぞよろしくお願いいたします。<m(̲̲)m>
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