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ȪĳııĺාĲȫ

ȁୌఆםআٜ୰ȁĳĭĵııĬ୕ȁ
国内では出版される機会の少なかったゴドフスキーが出版されます。
新しいレパートリー探しに最適。
プリズムピアノスコアのシリーズです。

音楽情報を動画で楽しんでみませんか

ɜΏνȜζϋġঊैࠊૂ͈ރĲĶİ૩͈ૂࠊैĹĳİڢإನैĲĳĵ
ȁఱ૯ܮٜ୰ȁĲĭĺııĬ୕ȁ
名曲の数々を手に取りやすい価格帯でお届けするプリズム・ピアノ・スコアズです。
シューマンの残した有名な小品集より3曲を1冊にまとめて刊行致します。

ɚڢإໄๅ২

〜
ジャワ組曲
（プリズム）

ɜσΠȜๅġΏοΩϋȇΦ·ΗȜϋȁలĲਬ
ȁͺσέτΛΡȆσΠȜ۬ਘȁสനȁཱུȆࢷרȁĳĭĶııĬ୕
ショパンのノクターンの中でも特に有名で、
多くの人に愛されている傑作作品9をはじめ
作品15、
27、
32が収載された待望の楽譜集です。

ɚΡτηڢໄๅ২
ɜ̺̻͂͜άͺΦྴެΏςȜΒġΏνȜζϋ
ȁ܃ဇၑ༎ȁུఘĲĭıııĬ୕ȁĲĳಎอคထ
弾きやすい小品を作曲家別に集めたピアノ曲集です。
作曲家の生涯
その時代の音楽や生活も学びながらレパートリーを広げましょう。

ɜάͺΦ̠̹̠͂ġ̷̢͈̠̹̾ͭȡ͈̭ͥͅαΑΠȆΕϋΈȡ

コルトー版 ショパン
ノクターン 第Ⅰ集
（全音楽譜出版社）

ȁ༎ਬ໐༎ȁུఘĲĭĵııĬ୕ȁĲĳئอคထ
みんなの思い出に残る卒園ソングの決定版！30年以上歌い継がれている
定番曲から、
先生に愛されて広まったあの名曲まで。

ɜޮ͈ྴެάͺΦȆάȜΑ
Ȫĸȫġ༆͈ͦެȟࡖே௲ެޟ
ȁ֚ࢴུޘ༎ȁུఘڎĶııĬ୕ȁĲĳئอคထ
クラシック名曲のピアノピースシリーズ第7弾と8弾です。
初〜中級、
上級二つのアレンジと、
楽曲についての解説付きです。

ɚμζΧηνȜΐΛ·ιΟͻͺ
ɜΡτηέΈ͉̲͛ͥġάͺΦȆΞ·ΣΛ·ུ͈Ⱥக༎Ȼ
ȁτΩȜΠςȜਬĲȡฺுΩΗȜϋͬ౮̭̠Ȋȡ
ȁུఘڒثĲĭĶııĬ୕ȁĲĳئอคထȁ
全国の講座で話題沸騰！永瀬式ピアノテクニックの本の実践レパートリー集が発売され
ます。
先生の伴奏も入っていますので、
楽しみながら表現力も養われます。

の音楽チャンネル〜

ゴドフキー

ともだちピアノ名曲シリーズ

シューマン
（ドレミ楽譜出版社）

ɜĵ͈ܢτΩȜΠςȜਬġӴΕΙΥஜഽġӵΕΙΥࢃഽ
ȁέͻϋ΄ςϋΈ͂βΘςϋΈ͈̹͛ͅ
ȁ٬୷ঃ༎ಠȁӴུఘĲĭĴııĬ୕ȁӵུఘĲĭĵııĬ୕ȁĲĳئอคထȁ
フィンガリングは生徒個々に適して選ばれるものですが、
本書はその可能性を2〜３通り広げて示す事により
全ての生徒に対して無理のないフィンガリングが出来る事を目指しています。

インターネット
を活用すると、様々
な音楽情報に無料
でアクセスするこ
とができます。音楽
配信サービスから
楽曲をダウンロー
ドし、ipodなどで楽
しんでいる方も多
いことでしょう。
（バスティン・チャンネル）
1日に数万件の
動画がアップロードされているというYouTubeでは、
音楽動画のみならず様々なビデオが日々集まってい
ます。個人によるアレンジ作品や、コンサート動画だ
けではなく、今まではスポットを当てられることの
少なかっためずらしい楽曲も豊富。きっと自分のお
気に入りが見つかるはずです。 クラシック音楽/ピ
アノ曲も、過去の大演奏家による名演奏や、知られざ
る作品など、資料として効果的に使うことも可能です。
個々の動画を検索することができるほか、個人や団
体が開設している「チャンネル」では、それぞれのテー
マに沿ってさらに効率よく情報を閲覧できます。動画
で紹介されているので、世界の音楽情報もわかりやす
く収集可能。今回は、
おすすめチャンネルをいくつかピッ
クアップしてみました。ぜひ活用してみてはいかがで
しょうか。

ピティナ･ピアノチャンネル

http://jp.youtube.com/ptna
ピティナ･ピアノコンペティションでの入賞者の演奏や、
セミナー、トークコンサートなど上質なピアノ演奏が続々と
アップされています。

バスティン・チャンネル

http://jp.youtube.com/toonbastien
バスティン・メソードの主要教材からピックアップされた
人気曲が、なんとジェーン･バスティン本人の演奏で閲覧
できます。

ヤマハ

http://jp.youtube.com/yamahacorporation
トップでは、解説･実演付で新製品キーボードが紹介され
ています。
思わずセッションしたくなるようなノリのよさ
が伝わってきます。

シカゴ交響楽団

http://jp.youtube.com/csowebmaster
楽団の歴史、歴代指揮者からのメッセージなどから、楽団
の特色を知ることができます。過去の名公演の動画も。

ロイヤル・オペラ・ハウス

http://jp.youtube.com/RoyalOperaHouse
ロンドンの名門オペラハウス。シーズン･プログラムの紹
介や、公演の名シーンなど。

͈ࣽŏņŘŔ̈́ڢໄɕΈΛΒ

ɚȜασ২
ɜಎࣞා͈̹͈͛άͺΦව
ȁ
Ⱥঐ͈ఘௌӳȻ
ȁဪঊಠȁུఘĲĭĳııĬ୕ȁ
本書は中高年を対象として、主に指を動
かす事をテーマに作られたテキストです。
年配の方にも分かり易いようにリズムや
指番号の表記にも工夫がされています。

ɚਝ২
ɜ͈زڢإఘιϋΞϋΑŃŐŐŌȁ
ȁœȆͼȆΐναΛΠɕΐοȜΐȆȜΘθވಠȁಎఆ̭͌ͧȪȫȁĳĭĹııĬ୕
舞台で最高のパフォーマンスを実現する日常のカラダ作りマニュアルです。

ɚڢإ২
ɜڢإఱڠȆౣఱȆࣞࢷشڢإවদ࿚ఴਬĳııĹ
ȁڢإ২༎ȁུఘķĭĶııĬ୕ȁĲĳಎอคထ
全国の音楽大学64校、短大18校、音楽高校、高校音楽科50校の08年度入試問題を掲載。
主要校の09年度課題曲も掲載。受験生必携です。

ȡႲशȡ

άͺΦঐ൵͈
࡛ા̥ͣ
青 木理恵の「 コ ー チ ン グ・レ ッ ス ン 」
Step 20 成果を出す先生とは？
ある日のセッションです。
「生徒を伸ばし、
成果を出すために、
あなたに必要な
事は何ですか？」
私は、ピアノの先生のクライアントさんに質問し
ました。
「えッ！」
といったまま言葉が浮かばない先生。
よくお話を伺うと、先生にとって、ピアノのレッ
スンといえば、生徒さんがやってきた事を見ること。
自分もそういうレッスンを受けてきたし、レッスン
とはそういうものだと思っていたそうです。
ですから、
自分の指導に必要なことなんて、
1度も考
えたことはなかったそうです。
でも本当は、
地域のスー
パー先生の様子が気になっていました。その先生が
コンクールやグレードなどで出し続ける素晴らしい
成果が、
風の噂で聞こえ来るたび
「すごいなあ〜。
かな
わないなあ〜」
と羨ましく思っていました。
でも、
どう
やったらあんな風に生徒さんが育つのか、真剣に考
えた事はありませんでした。そんな先生のかもしだ
す無力感が生徒さんにも伝わっているのでしょうか。
どうもこの所、
生徒さんのモチベーションも停滞気味。
少し、
気がかりになっていました。
さて、コーチングでは、気づいた時がスタートの時
なんです！
早速、
2人で成果を出す先生はどんなレッスンをして
いるのか、
どんな先生なのか、
イメージしてみました。
皆さんも一緒に考えてみませんか？
●成果を出す先生のレッスンとは？

vol.

20

□ 練習のタイムマネジメント、優先
順位、計画の立て方や、
指導が上手
生徒さん
□ ただ教えこむ指導ではなく、
に考えさせる自立したレッスン
□ 楽しく学び、
練習できる方法を
先生自らが知っている。
そして、
それを教えることができる。 青木 理恵
□ 成長に必要な、さまざまなチャンス （アーティスト・コーチ）
（コンクール・発表会・グレードなど）
を準備している
□ スランプの時でも立ち直りのチャンスを見逃さない
□ 充実感、
満足感、
達成感のあるレッスン。
●成果を出す先生ってどんな人？
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

いつも穏やかで安定している
（感情的になり過ぎない）
ポリシーがはっきりしていて、軸がぶれない
幅広い視野を持っている
どんな時でも生徒を信じている
決してあきらめず、努力を惜しまない
謙虚である
約束を守る
口が堅い。
噂話をしない
結果だけでなく、過程も大切にしている
完ぺき主義になりすぎず、
大らかさも持ち合わせている
生徒さん、お母様方、卒業生を含めて、信頼が厚い
生徒さんに振り回されず、状況判断する力がある
自己管理がしっかりできている
先生自身が目標を持っている
明るくユーモアがある
仕事もプライベートも楽しんでいる
ゆとりがある
常に自己研鑽を積んでいる

さあ！こんなに沢山出てきました。
成果の出せる先生は、
人間的にもビッグでバランス
の取れた先生なんですね。
私たちも指導力を磨くだけでなく、
人間力アップに
も取り組んでいきましょう。
青木 理恵 Rie Aoki
ピティナ正会員、国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ。
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/

新発売

□ 心地よさと緊張感がある
□ 決して妥協しない
□ 生徒さんが理解したか、
それを表現できているかを
きちんと把握している
□ 生徒さんが理解できない場合、
いろいろな方向からの
説明ができる
（答えの引き出しを沢山持っている）
□ 生徒さんの気持ちを共感、
理解することができる
□ 生徒さんの5年、
10年後のイメージに向かって
レッスンしている
□ 生徒さんの強み、
タイプをよく理解している
□ やり始めたことを続けるためのサポートができる
スパイラル状に上達していける
□ レッスンの成果が持続し、
□ 小さなゴールの先のさらに高い目標を設定している
□ どの生徒さん、
お母様もそのまま受け容れ、
区別することなく大切にしている
□ 数多くのやる気にさせる方法を知り、
うまく使い分けることができる
□ 生徒さん自身にやれることを見つけさせることができる
□ 常に新鮮な気持ちでレッスンが受けられるように
工夫している
取り入れている
□ 生徒さんにあった新しい方法を探し、

άͺΦτΛΑϋ͈ࣽࢃ

DVDで観る ピアノレッスン革命
〜生徒に寄り添うコーチング・ピアノレッスン〜
青木 理恵 監修 2,940円（ヤマハミュージックメディア）
大好評の書籍に加え、
目と耳で確認できるDVDが新登場です！

ŚߒࠜɈȮѴತŚ

ƴƴƴM
Music Key Lesson レポートƴƴƴ
!؊ਲ਼༢ࢊĆనଆࢊ
「 趣味でピアノやってま〜す ってお友達に胸を
張って言えるようになりましたが、練習はなかなか
辛いですね〜(-_-;)」
そんな本音をポロリと呟くOさん。
ピアノをスタートされたのが丁度50歳のお誕生日を
迎えられたころ。かれこれ10年がたちました。同じく
50歳になったから…と始められたTさんはすでに15
年目を迎えられました。そしてKさんも15年目。もう
すぐ10年になろうとしているSさん。今思うとあっ
という間…でもそれぞれお仕事を続けながらのレッ
スンはきっと色々な御苦労があったであろうと想像
できます。
レッスンを始められたばかりの頃は「お友達には
内緒…上手になったら…(^_^;)」と。でも何回目かの
発表会からは仲良しのお友達やご家族をお呼びし、
その後はしっかり常連客に。皆さんとても楽しみに
されている様子にこちらまで嬉しくなります。
特に大人の方の場合、ご家族の理解や応援はと
ても大切です。そのあたりが解決できていないとな
かなか続けることは難しいようです。あとは自分自
身の気持ちも大切です。皆さんが口ぐちに言われる
「年齢を重ねたら時間的にも気持ち的に余裕が生ま
れると思っていたらと〜んでもない！益々忙しい…
実際そう感じます。だからピアノの練習時間も自分
で作り出さなければ全く弾けないのよね〜、ただ時
間があるのになかなかピアノの前に座らない…そん
な怠け者の自分との戦いです。(^_^;)」…と。
そんな益々大忙しのみなさん。ではどうして今ま
で続いたのか…そして今後もず〜っと続けたいと思
われるのか。それは「常に前を向いて進んでいる自分
でありたい！」直接お聞きしたわけではありません
が、皆さんと長く接していて、きっとそうだろう と
思うのです。たとえ思うようにいかないことがあっ
ても明るく前向きに考え、対処される今までの数々
の出来事…その姿勢に学ばせて頂くことがたくさん
ありました。
ピアノのレッスンを通してこんな素敵な人生の大
先輩のみなさんと長い時を過ごせていることに心か
ら感謝の気持ちで一杯です。また音楽という共通の
趣味を持ったお仲間とのお付き合いはそれぞれの人
生をお互い豊かにしているようで、レッスン室以外
での楽しみもおおいに広がっています。
今年もいよいよ最後の月になりました。…さあ大
人の生徒さんたちにとって来年はどんな楽しみがあ
るのかな…今からワクワク…（*^_^*）

⻠Ꮷ㧦ጤἑᵗሶ
ŜປཱྀఎɄʬɺʦݛ࣒ࣘڗɈȹɛɈ
ĶೀʶʑʗĜߒࠜķ
ā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13期 12/11, 1/15, 2/5, 3/5, 4/9, 5/?
（木曜日）
[会場] 東京芸術劇場第5会議室10：00〜12：00
【大分】新シリーズ《譜読み編》1/30, 2/27

ŜປཱྀఎɄʬɺʦݛ࣒ࣘڗɈȹɛɈ
Ķʟɻʯ˅ʶʋĜʑķ
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11期 12/5, 1/16（金曜日）
[会場] 東京芸術劇場第5会議室 10：00〜12：00
【名古屋】1/14, 2/4, 3/4, 4/8, 5/13, 9/2, 10/7
（水曜日）

Ŝഭ
ĶࢍڗɅɂȽɀౚȹɤજĤȦɈ໋త"@ķ
【広島】1/21（水曜日）
【掛川】2/10（火曜日）

ȤߣȵğȤ৭ȱߺəć
E-mail:
Tel/Fax：

musickey@musickey-piano.com
055-989-3900

ミュージックキー・ホームページ：

http://www.musickey-piano.com/
ڼٛ২ίςζܕڢ

ɧ214.1115ȁނസಎ؇ߊུޘ2.2.9
UFM!14.4977.3332Ȫުྩ໐ȫȁUFM!14.4977.3335Ȫުא໐ȫ
GBY!14.4977.3333ȁ

iuuq;00xxx0qsjnb.hbllj/dp/kq0

ढ़ིުאਫ਼
ɧ171.1142ȁཤ٬ൽढ़ིঌಎ؇ߊཤˍૄ:.22.61
UFM!122.32:.8232ȁGBY!122.32:.8226
ྴࡣުאؚਫ਼
ɧ564.1127ȁՔࡇྴࡣؚঌಎఆߊؕ߄ͤ3.6:!ίςϋΓΑྴפୌ2!ٴ2B
UFM!163.597.3741ȁGBY!163.597.3747

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
h t t p : / / w w w. p r i m a - g a k k i . c o . j p

/ public_html/index.html

