


断 然 好 評

高級手エギクー
10ヶ 月 払 い

◇銘工の自作品です

第一流の製作家として高名な河野賢，中出阪蔵，中出六太郎，黒沢常三郎の自作

品を責任をもってお坂次いたして居ります。

◇ 現金正価、と同じ値段です

月睛だから旧』し、のだろう？モノが悪いんじゃないか？………•••い入え，いょえ，現

全御出文の母合と全然変らぬ条件で……とい うのがいさょか自慢なのです。

◇現品先渡しです

三ヶ月問お支払い下されば楽器をお送り致します。均等分割払いですから，楽器を

受坂ってからも月賦金の支払金額は変りません。

◇完全なアフター・サービス

製作者と緊密な連絡を保って，製作者自身の手による＇完全なアフクー・サービスを

致しますから安心l，てお買上げになれます。

毎月 1,000円（定価 1万円）より各種カクログ呈。〒 10円同封下記へ。

東京都新宿区柏木 3の 36 3 ギ｀ターの友社

．＼ 

貴方の愛器のために•…•…………•

スクソダードサイズ、手エギクー用

ギター・ケース

髯□ 1;u:：:：ロ
黒，茶二色あり，ビラミッド型も調製いたします。

取 次販亮・ギターの友社

5,000円

4,000円

3,500円

2,000円
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国際ギタリスト会議

・演奏会から

対談京本輔矩・玖島隆明

・ギタリスト会議を省る

・聴衆と演奏家

奥田絋正

阿部保夫

演奏会から 京本輔矩・玖島隆明

3月5日開会演奏会

I.マ ドリガルの協奏曲………・・・モンティペルディ

（ギター， ソプラノ， 混声合唱とオーケストラ）

ジーグフリード ・ペーレント独奏

I[.カラランポス ・エクメツグロー独奏

X 1． スペインの旋律による変奏曲・・・・・・ナルバエス

X•2. 組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ド・ピゼー

X 3. 2つのメヌエッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ラモー

X 4. 2つのスペイン民謡......…・・・・・・・・・リョ ペット

5． ギリシャの歌・・・・ ・ ・・・・・・・ ・ ・・・・・・・•エクメッグロ ー

m.ハインツ ・ビショッフ独奏

ギタ ー

X 1． レン ト ・ アッサイ・ ・ ・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・•ソル

X 2. コルボ ・ディ ・レモ・・・・・・・・・...…...モツァ ーニ

X 3. ノ 9 ラード ・ ・ • . ． ．.．.．．．.... . ．．.．.．．.． ． ．．．.．•ピショッフ

リュ ート

X 1． プレアンプル・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ニューシドラー

2. ノも9ーヌ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミ ラン

3. 幻想曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピシ ョッフ

rv. レナータ ・タラーゴ独奏

X 1． ガポッ ト， 二長調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ノ＜ッノ‘

X 2 幻想曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ムダラ

3. 道化師の踊り…•・・・・・・・・・・・・..フェランディエレ

4. アンダンテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

X 5. カタロニア舞曲・・・・・ • ······· · ··········G ・ タラゴ

X 6. 疾 凪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ トリナ

v. 1. ギター協奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・• テデスコ

2. 日本風協奏曲…•• • ショルツ ・ ペーレ ント独奏

(X印は当日演奏しなかった曲目）

京本 曲目の削り方はちよっとひどか った

ね。時間が無かったというのは，ま あ仕方がな

いとして，こういう事は前から判っていた事な

んだから。僕は最初っからこれは出来る訳はな

いと思ってたんだ。削るにしても，削り方があ

るよ。例えばタラゴがトウリ ーナ のラファガ

（疾風）を奏く ことになっているね。閉会式に

も奏くことになっている。所がとうとう一度も

やらなかった。これは一体どういうことだろう

ね。

玖島 実際問題 として，我々だって曲目によ

って興味を持つっていうことはあるんだから

ね。エクメッツグローがリサイタルでマルジョ

， ルカを奏くとなっていたね。僕はそいつを楽し

みにしてた。

(1) 



京本 アナウンスも無しに止めちやったけど

ね。所が，九州からわざわざ来た人でこれ 1曲

を楽しみにしてたっていう人があるんだ（笑）。

レコー ドにも入ってないし，生で聴けるってい

うんでね楽しみにしてた。それが無いんで怒っ

てたよ。

玖島 そりゃあ僕と同んなじだ（笑）まあ，

•それはそれとして，ェクメッツグロ ーのギリシ

ァの歌は口の悪い連中は，あれはギリシァの流

行歌かなんて言ってたけど（笑）， 芸術的良心

のある人なら，ちよっとステー ジで奏けるよう

なものじゃないと思うんだ。 ・みんなが笑い出し

たベー レン トの日本風狂想曲にしたって，これ

は 6日の会議の時に， 「あれは芸術的に見て高

いものじやないと思うがどういうつもりで演奏

したのか」，という質問が出たんだが，そうした

らベー レントは， 「あれは芸術的に高い作品だ

とは私も全然思っていない。あれはプレジャ ー

のためのプレーだ。つまり，楽しみのために奏

いたんだ」。 だから皆さんはあれを聴いて楽し

んでいて下さればいいんだというのが彼の神経

らしいんだが，全然楽しめなかったね。こっち

が恥ずかしくなっちやって。

京本 ああいうのはクイズに出すといい。今

のは八本節とか，小諸出て見りや浅間が見える

..... • （笑）。

玖島 草津よいとこか（大笑）全くね。

京本 まあそういう程度だね。しかし，これ

はまあ笑って済ませるよ，だけど他の人達，タ

ラゴにしても聴きたいのは全然やらないわけ

だ。バッハのガポット，それにさっきも言った

がトウリナ。それからムダラのロマネスカ，こ

んなのは全然やらない。道化師の踊りと書いて

あるがあれは，コントラダンスだね。変な題を

つけてピエラで奏いたり，ギターで奏いたり。

実際何んというかなあ，偽せものをつかまされ

たみたいな気がしてね。

玖島 まあそれでも，タラゴの演奏は，全体

から見れば，・まだギター らしさがいくらかはあ

る。ピショフやエクメッツグロ ーに比べれば，

まだ我々をあっと言わせる要素は少なかった。

生徒の会なんかへ行けば，タラゴ程度の演奏を

(2 ) 

する人はなんぼでも居るからね。それに しても

音楽的な意味での違いはあるけどね。タラゴの

演奏っていうのは，ハッキリ言って，日本で十

年前に言われていた音楽以前のハッタリ演奏と

いう言葉が一番ヒ°ッタリ来るんじゃないかと思

う。

京本 あの人は顔で聴かしてるからね。美人

は得だよ （笑）

僕は開会式全体を通じて一番抵抗を受けなか

ったのは， ピショッフだね。というのは，．勿論

数も少なかったし， リュ ー トだけしかやらなか

った。リュ ー トっていうのは我々にとって珍ら

しいし一応は雰囲気なんかも少 しは感じられ

て，面白いという程じゃあなかったが，先ず買

える。だから次のリサイタルを楽しみにしてた

んだ。エクメッツグローのギリシァの歌，これ

も演奏は勿論まずいけれど，自体の雰囲気は出

てた，で，まあこの位ならと思って我慢して

た， ところがアンコールがあって，又同じ曲を

やった。その頃からこれはイカンなと思い出し

たんだ（笑）。 そしたらね， ヒドイ話だけど，

開会式， リサイタル，購演会，閉会式， とこれ

だけ同じ曲をやられてね，ちよっと神経がオカ

しくなった （笑）。

3月6日ピショフ独奏会

r. リュート独奏

; : ；ノ{;~_ :::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::．｛ぷ；
3. イタリアーナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ガリ レイ
4. 幻想曲・・・・・ ・ ・・・・・ ・ ・・・ •. ．．．．.... . ....... . ........ . マーテル

5. ガリアルダ・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダウラン ド

6, プランル ・シンプル ・・・・・・・・・・・・・.....フランシスク

7. メヌエッ ト・・・ ・ ・・・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・ ・ ・・・ ・ ・・• ド・リシェー

8. リュートのための組曲・・ ・ ……•••パッハ，（プレリ

ユード， フーガ，サラバンド，ジグ，ドープル）

II.歌とリュート
1. 五月をたたえる・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・レウンタル

2. 庭を眺めて ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ヘルマン ・ミュンシュ

3. 愛を語る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ダウラン ド

甘き愛よ再び来たれ...・・・・ ・ ・・••…•..... If 

4. ジョノ＜ンニーニのアリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノゞッノ‘

皿．歌とギター
1． 子守唄・ ・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・ ・ ・・・・ウエーノ く—

私はねむたVヽ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ If 



2. 山の彼方に幸ありと Vヽう・・・・・・・・・・・・・・・シュパイダ

3. 日々にわが心はすさむ・・・・・・・・・・・・・・・・・....ピショフ
ノ9ラのしげみ・................................ II 

冷たき鴬の涙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. II 

遠くそれは，横たわる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・. . 

w．ギター独奏
1 ． 序奏と変奏曲 ・・ ．．．．．． ．． ．． ． ．．． ．． ．．．． ． ．． ．． ． ． ． ．．． ． ． ． ． ．•ソル

2. フールゴ・・・・・ ・・・・・・・・・・・......・・・・・・・・・・・・・・・・・レニアニ
3. 道化師..........................................モツアニ

4 . アルパニアの民謡による変奏…•……• • ピショフ

玖島 僕はこれは聴いていないんだ。

京本 僕も第一部の途中から入ったんだけれ

ど，端的に言って，一部と二部だけで止めて閻

けばよかったと思うね。二部の歌と リュート と

いうのは余り感c、しなかったけど。所が三部で

自作が出て来るでしょう ，作品っていうのはそ

の人の音楽観が出るんだから。それとあとのギ

ター独奏，これが無ければ，まあ，御老体遠路

御苦労さまでした，で終っちゃうんだけどね。

三部，四部は聴いているのが辛かったよ。一

昔も二昔も前のアマチュアリズムのムシ返しだ

ね。ソルの変奏曲なんかスゴいんだ。曲の形が

ないんだよ。フィギュアの難しい所はやらない

し，変奏の順序も変えてるし，コーダはスケー

ルがサッサッと出て来て終り。

玖島 ピショフっていうのは，プラ トの辞典

によると， リューティス トでは無いら しいね。

京本 古いものを見る と，チョ コっと出てた

りするよ ， ミュンヘン ・ギタート リオがやって

た頃かな。だけどもう時代が変って来てるんだ

から， もっと何んとか考えて欲 しい と思うね。

自作のアルバニアの民謡にじても ，フェス テ

・ラリアーネと同 じだも のね。

玖島 リュー トで一番ガッカリしたのはね，

リュ ー トっていうのは，ギターに比べて，それ

程テク ニカルな面だとか，いわゆるメ カニ スモ

スを駆使したような，いわば我々に聴かせ所を

持つような楽器じゃないと思うんだ。

京本 イヤ， しかしね，そういう楽器であっ

てもいい と思うんだ。その点に関 して言いたい

のは， ビショフ閉会式で自作の リゴード ンをひ

いた。そうすると， リュートと いう古い楽器を

通 して自作を奏くんなら， もっ と考え方がある

(3 ) 

と思うんだ。今，あんたが言ったように，テク

ニ ックを駆使するというようなこともある。そ

れに，演奏技術だってウンと進歩し，変って来

ているんだから， リュー トの特色をいかして，

そういう曲をやってくれればこれは納得出来る

けれど，昔のビックフォー ドか何かが出してた

曲のようなものを奏かれたんじや，我々がどう

して リュー トを聴かなきゃいけないのかってい・

うことになっちゃう。それよりは，ダウランド

あたりを トツ トツと弾いてくれた方がまだい

Vヽ

玖゚島 そのダウランドにしても ，他のリュー

ティストの作品にしても ， もっとリュートには

リュー トでなくちゃあ出せないような雰囲気が

あって，その時代を紡彿させてくれるような，

いわば膊物館へ入ってなかをながめるような気

持であるにしても，考古学の分野における考証

が何かある筈だと思うんだよ。僕は今までリュ

ー トのレ コー ドや何かを聴いたり しても， リュ

ー トっていうのは何んとまあ奥ゆかしい古い時

代を偲ばしてくれるいいもんだなと，まあこれ

は懐古趣味的な言い方だけど，少くともそんな

風には思ったね，所がこのビショフのリュ ー ト

っていうのは，僕が聴いた範囲では，そういう

ものを全然持ち合せていないように思うんだ。

要するにアマチュアのギターの奏き方をそのま

まリュ ート に持って来ただけみたいでね。歴史

的な意味でいってだね，こういう演奏の仕方だ

とか，発想の方法だとかいうものはリュ ー ト特

有なもので，ギターなんかとは又違ったもので

あるという様な何かを，どこかで見せてくれる

かと思ってたんだよ。それが全然ないね。

京本 それは無い。あの腕では例え本人がや

りたくたって，出来ない。パッハのリュ ー ト組

曲なんか，これが聴きたいからって音楽学校の

生徒の中にも大分切符買ったのがいるとかいう

話だけど，何ん ともサンタンたるものでね。

玖島 ポケットから紙切れに順序を書いたの

を出して見てた っていうじゃない。、

京本 ウン。足の所にも硫いてたよ。僕は眼

鏡はいらないのかな と思って見てたけど・・・・・・・・・

（笑）。そんなことは愛嬌 としてまあいと して，



老我々としては， ピショフのリュートにして

も，タラゴのピエラにしても，ただ珍ら しいか

らというそんなことだけじゃ受け入れられない

っていうこと。そういう点で主催者側はエラク

股きちがえていると思うんだ。早い話がタラゴ

がピエラを奏く， と， ピエラってい うのは，表

現力は無い，音は貧弱だし， もう亡ぴ去った楽

器なんだ。それを今更持出して奏くというのな

ら，それ相当に重大な意味がなくちゃいけない

と思うんだ。まるっきりギターと同じにポンポ

ン奏いて， しかも暗諧もしてないから，ステー

ジにテープルを出して，楽譜を積み煎ねて置い

て次々に見ながら奏く。はずす。もうこれじゃ

何の為にやるのか判らないんだ。

玖島 そう。どういうつもりでやってるんだ

って本当に聞きたい感じだよ。

京本 珍らしいからみんなついて来るだゥう

というそういう気持としか思えないね。

玖島 まあそうだろうね。

京本 我々はこういうものを通して，こうい

う楽器をやる以上，十分研究してるんだろうか

ら，その結果も知りたい，その時代の色々な音

楽も知りたい，所が，全然ちがうんだな。

玖島 そう。演奏技術の面も ， ビエラという

楽器だからこういうタッチで奏こう，或はピエ

ラだからこういう表現の方法をしようとかそん

なのは全然ないんだ。ギターと同んなじ様に扱

って，ギター よりよっぽど汚＜奏いて•••• •• 。

京本 調絃もギター と同んなじだろう，そし

てコントラダンスをやる訳だ。ギターで奏いた

り， ピエラで奏いたり。この神経っていうもの

は我慢出来ない。だから，タラゴはピエラをや

って欲しくなかったし， ピショフにはギターを

やって欲しくなかったということだね。

玖島 しかも，そういう演奏をもつて宣伝文

句にある様な＝神の声をきく様だ：：：： とか，何ん

とか言うっていうのは，どこをどう押したら出

てくるかって言いたいよ。

京本 イヤ，この宣伝はスゴいよ。改めて見

てみたんだけど， 「現代の世界楽壇のリュ ー ト

音楽最大の権威者」だ。 （笑） それでもまだリ

ュート だけ奏いているんなら，下手なリュート

(4) 

奏きだな位ですんで終うんだが，ギター まで奏

いちゃいけないな。あ，それから， ミランのバ

バーヌ奏いてるけど，どうしてこれを奏くのか

これも問題だな。

玖島 全くだよ。ビエラの曲じゃないか。ま

あ，奏けるから奏いたというんだろうが，恐ら

く，この人にとっては他の曲にしてもそれがス

テー ジヘ出した最大の原因じゃないかと思う

ね。

京本 うまく奏けばリュ ー トっていう楽器は

面白い楽器だとは思ったね。下の方の絃が複紘

だしね，対位的な動きなんかでも下の線がよく

・出るんだ。ギターの様にこもらなくて，バンバ

ンと出ちゃうのは面白いんだけど，何せ指が思

うように動かないしね。（笑） 簡単なフシでも

唄わないんだよ。どうしようもない。

玖島 いやリュ ー トっていうのは唄い方が違

うっていうのは僕も大分前から気が付いている

んだ。古い時代そのままのリュー トっていうの

はプリームのリュートみたいにあんな風に流賜

に唄うんじゃなくて， トツトツとしてるんだけ

ど，それが何んとも言えず，時代の雰囲気と

か， リュートでなくちゃならないものを持ち合

せていると思うんだ。

京本 僕は少し考え方が違うんだ。リュート

を現在奏く以上，やっぱり唄わせなくち ゃいか

んと思うんだ。 トツトツとした昔の雰囲気なん

て僕はいらないと思う。それは我々ちゃんと感

じとれるんだから。そうでないと現代の演奏に

ならなくなっちゃう。

玖島 演奏会に持出す場合は勿論そうだよ。そ

れがプリームのリュートなんだから。

3月7日 ペーレント独奏会

I. 1. ラウラスアペ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・カローゾ

2. 組 曲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノ＜ッノ‘

プレリュ ー トロサラパンド， ガポット， アル
マンド，プーレ

3. シャ コンヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・... II 

4. アンダンテとメヌエット・・・・ ・・.. ・ ・ ・ ・ ・・ • ノヽイ ドン

II. 1．セレナーデ作品 26........................マティカ

フルート （大島典雄）．ピオラ（白柳章治）



2. 組曲作品34, （フルートと ギター）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・フルステナウ

3. 春の海， （ " ) ．． ．．．．．…••宮城道雄

III. 1． プレリュードとエチュード・・・・・・・・・・・・・・・ロポス

2. 嫉妬深vヽご主人・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ テデスコ

3. 物語り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アルベニス

京本 僕はこの日は聴きに行かなかつたが，

ペーレント の曲目でちょつと感じてるこ とがあ

るんだ。彼のプログラム全部を通して，地方で

やったのも含めて，此の前来た時と同じってい

うこと。

玖島 それがね，此の前来た時だけじゃない

んだ。ペルリンのギタリスト会議の時も同じな

んだ。もう 4年も 5年も前から同じなんだよ。

京本 だから他のレパートリーっていうのは

これ以外に全然ない訳だ。ソロに全然新らしい

ものが無い。此の前来て，又来てやるんだか

ら，演奏家としてもっとプロを考えてくれない

とね。これは，ペーレントだけじ ゃなくて，他

の人も全部に言えることなんだよ。この人達ば

一人最低三回ステージをふんでる訳だ。開会

式，閉会式， リサイタルとね。そして，エクメ

ッグローなんか，最初っから終いまで同じ曲ば

っかり奏いてる。アンコールでも奏く。 タラゴ

でもそうだ。ペーレントはアンコールはもう判

で押したと同じだから論じるまでもない。フラ

メンコだけだから。そうするとね，通し券を発

売してるんだ。それも相当数出してる。とする

とこれはどうなるのかっていうことになるんだ

よ。一体演奏者が悪いのか主催者が悪いのか，

演炎者は勿論悪い， しかしね，主催者としても

演炎者に何らかの申入れが出来る筈なんだ。

セゴピアにしたつて，四晩やればみんな違うん

だから。少くとも時間の都合で奏けなかった曲

はアンコールで投＜位の神経が欲 しいね。プロ

に載せて切符を売ってるんだからね。

玖島 ベーレ ントは何年も前から，自作と称

して変なフラメンコ ・メドレーを大きな顔をし

て炎vヽてる・・・...。

京本 あれはフラメンコをやつてくれという

叶l入れが主催者側からあったんじやないの。

玖島 それもあっただろうね。杉田氏の神経

(5)  

の中にあるんだよ，クラシック ・ギタリストで

フラメンコまでやるのは大したもんだというの

が。

京本 変なことで感心してる人もいるよ。立

っても奏けるし，座っても奏ける。右ひざに乗

せてもひける凄いよなんて。 （大笑）。

玖島 寝ころんでもひけるし，さか立ちして

もひけるか（笑）。日本でも昔はアグラをかいて

奏いてた （大笑）。

' とにかく僕もリサイタルはきいていない。き

く気がしなかったんだ。ペレーントには，或は

客を楽しませるという気持もあるのかも知れな

いと思うけど，彼には，本当に彼の芸術に根ざ

してるとか，或は彼が特殊に他の人と違った音

楽観を持っていて，その為に自分が，いわば一

方の旗頭になったつもりで何かやってる，と，

そういう場に立脚してやっているとはちよっと

思えないんだけどね工。

彼の求めてるものっていうのは，奥田君も口

いてるけど，無定見というのがそのままヒ°ッタ

リ来るように思うんだ。

京本 要するに，アンコールでフラメンコを

やる，ああいう所が彼のすべてじゃないかと思

うんだ。それしか考えられないんだ。他に理解

出来ない。

玖島 ペーレ ントの演奏について言えば，メ

ロデイ ーのさばき方という様なものは全然なっ

てない。それにも増してひどいのはリズム感。

これはもうポンスカ ・ポンスカぶっつけて来る

だけで，彼に音楽的な意欲があって何かのリズ

ム感を求めているなんてことは全然考えられも

しない。それと，間なんてものは，全然彼の頭

の中に無いんじゃないかと思うね。適当な所に

休みがあり，適当にスッ飛ばす。どんな曲だっ

て一淘千里にひき飛ばせばいいという類だね。

京本 いや一潟千里に奏こうとするわけだ。

指の動きを見せるためにね。

僕が感じたのはね，この前来た時より音は確

かに冴えて良くなってた。これは認める。それ

から，合せる技術ね，これも前よりは良くなっ

てる。前はひどかったものね。 ．

玖島 何しろあれだけジャンスカジャンスカ



奏いていながら，ちっとも強弱に対する概念な

んて無いね。自分の指の動くのにまかせて，動

くのにまかせてって言ってもそれ程動きもしな

いけど， とにかく動いてる都合によってるとい

う感じでね，ダイナミズだなんていうのは，彼

には用事が無いんじゃないかと思うね。更に言

えることは，音色っていうのはギターにとって

かなり重要なことだと思うんだけど，彼にとっ

ては，音色が音楽の重要な要素になっていない

んだよ。

京本 指が動くというのは勿論いい事だけ

ど，音楽をつかんでやっているんじゃ無いか

ら，全然別のものになっちゃう。

玖島 現代っていうのは，何もかもオートメ

化されちゃって，人間が機械を動かすんじゃな

くて人間が機械の後からくっ付いて動かなくち

ゃならないようになっちゃってるという事がい

ろいろな面で言えると思うん＇だけどね，彼の演

奏っていうのは， どうもそんな風に見えるね。

自分の指を動かす都合，これをまあ一種の機械

のようなものとしてだよ，自分がそれに引ずら

れているが為に，音楽の本質をどこかへ置忘れ

て来たんじゃないかなっていう気がするんだ。

京本 バイオリンでバガニーニの曲かなんか

をやるとするね。それが，指がパアッと動い

て，ーペーレントみたいにいくら早くこうとは

ずしちゃ仕様がないけど，そうでなく一本当に

見事に弾く場合にはね，我々はやっぱりそれに

感心するよ ，それなりの面白さもある。所が

ね，そう見事にも行かないくせに，すべてをそ

れでやっちゃおうとするから，もう何も残らな

いということね。音楽が無いっていうことだ

ね。そして，その点に関しては．，この前来た時

に比べて一向に進歩してない。

玖島 テデスコなんかが曲をやってるけど一

貰いたがって頼みに行くのかどうか知らない

が，とにかくプロやチラシに書かれている様

な，セゴピアが衰えたからペーレントに曲をや

ってるんだという様なものじゃ全然無いんだっ

ていうこと，これは問違えて貰いたくないね。

ちゃんと認識して貰わないと困る。それに，セ

ゴビアを引合いに出して，悪く言って，こっち

(6) 

を良く言えば感心するだろうっ て言う魂胆が，

余りに見えすいている。

3月 12日 エクメツグロー独奏会

I. 1． ノぐノ＜ーヌ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ミラン

2. リュートのための 2つの小品・・・・・・ダウランド

3. 組 曲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロジ一

4. 2つのメヌエッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ソル
5. 主題と変奏作品 9.............................. II 

rr. 1. 4つの小品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノ＜ッノ‘

プレリュ ード，サラバンド，プーレ，ガポット

2. 2つの無言歌…` ・・・・・・・・・・・・・・メンデルスゾー ン

3. 夜 曲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ クレスボ

皿． 1. 2つのプレリュー．ド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロボス

x 2． マジョルカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アルペニス
3, 物語り ・・・・・・・・............................ II 

4, 3つのギリシァ民謡……・・・・・・エクメッグロー

(X印は演奏しなかった）

玖島 エクメ ッツグロ ーは，もう何んともか

んとも言えないね。とにかく，我々とはギター

をやっている態度が全然違うんだ。下手の横好

きで，自分が楽しめればそれで結構だという式

でやって来て，年の功だけは経て来てるから，

何んとなく間に合ってます，っていうていの演

奏になっちゃってるんだ。

京本 だからね，僕はこういう人達を責める

のも実際どうかとも思うんだ。この人達は自分

が奏けるとは恐らく思って無いだろうと思うん

だ。

玖島 だけど，ベー レントがプロに書いてる

でしょう。外人ギタリストは日本人の模範にな

るんだってことを。驚いた話だ よ。それと，高

橋功さんがアルモニアに，えらく貫めて書いて

いるんだ。ペルリンの第20回に出席した時の報

告でね。

京本 そりや日本だって，デビューしたての

新人だどか，まだ勉強中の人だとかがやれば，

少々位下手だってそれは又別の意味で拍手もす

るよ ，だけど，それと，これは違うんだ。こう

いう形で来られると，もう何んて言っていいか

判らんね。正直言って何も言いたくないよ。論

じたくないんだ。



玖島 論じる程のものも無いがね。技術は無

ぃ，音楽は無い，あれでもステー ジをふんだ経

験があるのかと思う程，オドオドして，エンピ

のシッボを しいて座ったり， もう恰好からして

見ていられないんだ。

3月 13日 タラーゴ独奏会

I. ピエラ独奏

1． ノもくーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミ ラン

：： り::::::::::::::::::::::::・．．．．．： ：．．：．：．．・フ．：ル、ノ~)';;
4．組 曲：．．．．．．．．．：．．．：•...: : ： •..．:::・．．．．．．：．．．．・ロジイ
5.幻想曲 ムダラ

II. ギター独奏
1. セレニシマ・・・・・・・ ・• ......... . .......:・・・・・・・・・・・・サンス

2. メヌエッ ト・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・..フェランディエレ

3. 道化師の踊り・・・・・・・・・・・・......... II 
． 

ー ・・・・・・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・ • ソル4 エチュ ト
5. アンダンテ・・・・・・・・・・・............................... II 

6.主題と変奏作品 9................................. // 

皿 ギター独奏

1．アメリアの杵言と商人の娘……•• • •• • リョペッ ト

2. マズルカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タ レガ

3. 2 つの子守唄・・・・・・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・・・・・ •G, タラゴ

アストリアナ，ムルシアナ

4. カタロニア舞曲・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・• II 

玖島 タラゴはどうしてあんなに音が汚いん

だろうね。ジェスチュアだけはタップリのハッ

タリ演奏だ。

京本 ああいうのがパルセローナ流だという

説があるそうだがね。ああいうハッタリ演奏が

ね。僕は一切そういう流儀なんてものは認めな

い方針だけど。それはそれとして， リサイタル

が 6時 ‘I2から始まって，終ったのは 8時前だ。

アンコールがあってだよ。アッという間に終っ

ちゃった。

玖島 そりゃそうだ，何しろ楽譜にして一頁

かそこらの曲が多いんだから。

京本 コントラダンスなんか半頁だものね。

つめて書けば半頁にもならない。

玖島 ソルのメヌ エ ッ トを一曲だけ出すなん

ていうのは，先ず門下生の発表会だな。リサイ

タルではちょっ と見られないね。 6曲なり 12曲

な りまとめて出す というのが普通だものね。

(7) 

京本 しかしね，この程度のものしか奏けな

いっていうことは確かだよ。

玖島 それは確かだ。あの腕からしたら，何

かまとまったものをやろうというのは，ちょっ

と無理だろう。

京本 閉会式の日に奏いた曲だが， トロパの

フ ァンダンギリョなんかは音を間違つて党えて

るしね。何度も同じ所が出て来るんだから， ミ

スタッチとは言えないよ。それに，残らなきゃ

ならない音は平気で切っちゃう。ここぞという

時に大きなゼスチュアをやるから聴衆はつい，

ワッとついて行っちゃうけど。スタンドプレー

だね。それでも，まあ，今度来た中ではいい方

じゃない。

玖島 そうだね。ベー レントみたいな無茶苦

茶をやる訳じゃなし，腕に合わせて易しい曲を

何んとかやったという方だろうね。

曲目としてはひどい曲目だけど，これは，い

かに奏けないかという事の証明だと思うね。そ

してそれを本当に音楽的に高い演奏か何かで聴

かせてくれるんならまだいいよ，そうじゃ無い

んだから。

京本 そうそう ，本当に演奏で我々を感激さ

せてくれるんなら，何をやったっていいけど

ね。

ただ，この人は音楽しようっていう気持はあ

るんだ。一番指の動くベー レン tにだってこれ

は感じられない。

玖島 そうそう ，ベー レントには聴かせ所が

無いけどタラゴにはある。所が，今度はそれば

っかりになっちゃって， 自滅しちゃってるん

だ。

3月 14日 閉会式演奏会

I. 1.ギターと弦楽合奏のためのメメント

・・・・・・・・・・・・・・・・..ノ＜ゥマン

ギタ ー独奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペー レント

X2. 2 つのギターのための組曲・・・…… …•••林 光

演奏小原安正 • 吉田光三
3. ギター，フルート ， リュ ー トのための “環”

． ．．．．．．． ． ．．．．．．．•武満徹

ギター井手賭美， フルー ト野口竜， リュ ー ト



大橋敏成

4. ギターと弦楽合奏のための幻想曲…鈴木 巌

ギター独奏鈴木巌
． 

II. 1． 辰傷のノゞ ノ＜ーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タウラン ド

2. 道楽者 ..........................................ノヽロノ

3. リゴー ドン..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ピショ フ

以上リュート独奏ピショフ

X 1． ワルツ ・レント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・モツアニ

X2. モーツァルトの主題による変奏・…・・ピショフ

以上ギターピショフ

rn. 1． ギター協奏曲二長調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピパルディ

オルケストラ ・シンホニカ ・タケイ （マンド

リン楽団）協演

2. ギター五重奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ポッケリニ

以上ギターエクメッグロー

IV. 1. カステリアのフアンダンゴ・・・・・・・・・・・・・・・ トロバ
X2. ムルシアナ（子守唄）．．．．．．．．．．．．．．． G, タラゴ

X3. カタロニア舞曲・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・• II 

X4. 前奏曲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロポス

X5. ソレア レス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ トゥ リナ
X6. 疾 風・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................... II 

以上ギタータラゴ
7. "レニアニアナ'’ •........．．． ．..．．． S, ペーレント

フルート（大島），ギター（ペーレント）と弦

楽合奏

玖島 閉会式は，いかにしてももうつき合い

きれない感じで， とうとう行かなかったよ。

京本 僕も行くには行ったが，出たり入った

りで殆どまともには聴いていない。

とにかく，今度の演奏会全体を通して，最大

の収獲は，ここではふれなかったが， 10日の新

人ギタリスト演奏会だったと思うね。若い人達

の中に，真面目に本当に音楽を勉強しようとい

う人が相当居る。その人達の持っつている熱心

さと，新鮮さが溢れていて，日本のギターの水

準の高さを改めて認識 したような気がするね。

玖島 僕はね，日本のギタリストの演奏技術

だとか音楽の高さというようなものは，それ程

低いものじやない という 気がするんだ。勿論そ

う言える人の数はごく少いけれど。そしてその

人達と同じ，或はそれ以上だという様な程度の

人は，スペインにだってそう沢山は居ないとい

うことも聴いている。

日本人の演奏会が，一番良かったというの

も，或意味では当然だとも言えるね。

京本 日本では何んと言ってもギターの歴史
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が浅いから，技術的な面や，その他の細い点で

不備のあることは勿論認めるけれど，しかし，

今までに我々が接したのは，セゴピアであり，

イエ ペスであり，アニドであった訳だよ。そし

て，その人達をいろいろな意味で目標にもして ．

いた。聴衆の耳も肥えている。だから我々とし

ては，今回のような演奏者には来て欲 しくない

というのが本音だね。いずれにしてもこんなひ

どい演奏家がやって来たのは日本のギター界始

まって以来初めてだろうね。

玖島 それを，朝日新聞ともあろう所が，恐

らくロクに調査もしないで，主催しちゃったわ

けだ。大新聞が書き立てれば，客は入るだろう

が，えらいことをやってくれたものだよ。今と

なっては，我々としては，聴きに行った人達

が，今，ここでやられているのは，本当のギタ

ーからは程遠いものであるということを認識し

てくれればそれでいいとしなければならないわ

けだが，まあ今後の為にも，聴衆が正しい評価

を持ってくれるようにと希うね。

京本 地方の人からの便りで，そこの演奏会

も不評判だったらしいんだがギターの音楽その

ものまで見下げられたみたいで困ったと言って

来てるのがあるけれど，本当にこういうことは

困るね。二度とやって買いたくない。

玖島 広島の原爆じゃないが，ノ ー モア

ギタリスト会議というのが我々の結論だね。



ギタリスト会議を省る

奥 田 絋 正

此の度のギタリスト会議が，演奏会の興行面

での成功と云う以外は不満足な結果に終ったの

は残念な事である。然し考えてみればこれは当

然の事とも云えるのではないであろうか。今後

の為への反省という面からも一応此の点を取上

げてみるのも必要な事と云えよう。

私達ギタリストが此の会議についての初めて

の連絡を受けたのは，今年の一月下旬に入って

からの事である。そして此の時にはすでに会議

の日程は決定済であった。「此の様に決定した

から，此の様に実行せよ」と云うわけだろう。

後日 I• C • G事務局長杉田村雄氏の話の中に

は「期日が足りないから」と云う点を何度も強

調されて言われたが果して本当にそうだったの

であろうか。

プログラムの中に高橋功氏が書いておられる

が，昨年の 9月4日には「 I-• G • C」の第 2

回目の会議開催の話が望日新聞企画部長と杉

田，高橋の三氏の間で行なわれている。又その

前に杉田，高橋，松本太郎，高嶺巌，大島典夫

の五氏に依って第 1回の会合が行なわれてい

る。以後の 5カ月近くの間に，ギタリスト側に

連絡を蔽り，協調を求める事が当然ではなかっ

ただろうか。

ギタリスト達の全然知らない内にギタリスト

会議開催の準備が決定迄進行する等と云うのは

真に不思議な話である。

もっとも，ギタリスト側に連絡を取ったとし

ても，此度の来日のメンパーだけならば，或い

は此の会譲は開かれなかったかも知れない。又

開催されたとしても，もっと明朗な会になった

であろうし，すくなくとも日本で開かれる会

で，日本人を添えものにした不都合な演奏会に

はならなかったであろう。

知らない間に実行委員になっていた私達多く
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のギタリストも「日本ギター界発展の為」と云

う大義名分の下には協力せざるを得ないと云う

妙な立場に立たされたわけである。

「貴方達ギタリスト皆さんの会なのですか ら大

いに協力してどしどしやって下さい」と云う杉

田事務局長の言葉は前述の事からみるとおか し

な話であるが，やる以上出来るだけ協力しよう

と，邦人，新人，公開レッスン等の小委員会が

持たれて，それぞれ会合して，各々の決定をみ

、たわけであるが（これも各ギタリストの連絡が

不充分で有力な新人を門下に持つ先生方はさぞ

御不滴だった事であろう，私事で恐縮だが私の

門下生が新人の会に三人出ているが，之は私が

推薦したわけではなく，東京ギターアカデ ミー

の生徒として推廊されたものである）これら小

委員会に何等の相談もなく，事務局側で勝手に

変更する事態が起るに至っては論外と云われて

も仕方がなさそうである。

さて，広告によると此度来日の外人達は皆一

流のギタリストだと伝えられているが，はたし

て，主催者側の人達に本当にそう思われていた

のだろうか，もしそう思われていたのなら大い

にその不明を恥じてもらわねばならないし，そ

うでないとしたら，怠慢と云われても仕様がな

いのではあるまいか。

ベーレントは先年一度来日してい るから，一

流か否かはともかくとして一応私達は知ってい

るが，他の人達，ことにビショフ，ェクメ ッツ

オグローの両氏についてその演奏はレコードは

勿論の事何も知られていない。演奏面の批評

は別に載せられるという事なのでふれないが，

事前の広告と実際の演奏とではあまりにも違い

すぎた様だ。誇大広告も程々にしないと多くの

人に怨まれる。

特にひどいのは開会式と閉会式における曲目

の割愛である。これは決して曲目変更などとい

えるものではない。 6曲の中から小品 2曲しか

演奏しないのでは，どう考えても具合が悪い。

事実，此の点での多くの不満はあちこちで耳に

した。又プロ グラムにアンダンテと害いてあっ

た曲がミヌエットでしかもアレグロであったの



も不注意だし，その後の放送でもそのまま紹介

されていた。

タラゴ女史の来日はタラゴ自身が閉会式後の

パーティで「私を呼んで下さった小原さんに感

謝します」と言っていた様に，小原安正氏がカ

を入れたのだろうが，当の小原安正氏自身は私

には何も知らないと語っていた。これも何とも

不思議な話である。

ピショフとエクメッツオグロー両氏の来日

は，実際の演奏をベルリンの第20回会議で親し

く知っている高嶺氏が骨を折った様だが，これ

はいささか無責任な話ではあるまいか。もし高

嶺氏自身が語った様に，彼等の演奏を本当に素

晴らしいと思っているのなら何をか云わんやと

云うところだ。ビショフのリュート を紹介する

のが目的ならば，何も大げさにリサイタル等と

せずに講演会なり研究会なりで充分その意図は

達するはずである。

日本人のリサイタルを聴きに来ない人達で

も，外来一流演奏家と云うタイトルには良く出

かける，此度の外人演奏会でその音楽が世界一

流と思った人はいくらなんでもそう何人もいな

いだろうが、多くの誤解を招いた事は重大な問

題として残るだろう。

公開レッスンは実に何とも申上げ様が無い。

受講者が希望教授の前で演奏すると，教授は手

をたたいて「素晴らしい演奏をどうも有難と

う」と云う。いくらお世辞にしてもこれでは公

開レッスンにならない。横尾幸弘氏（だった様

に思う）の要望でその後，多少の指導らしいも

のもあったが公開レッスンと云えるものではな

かった。開会前にタラゴ女史が「私はまだ私自， ＇ 

身が父について勉強中だから教える立場ではな

い」と云ったと席上杉田氏が語られたが，公開

レッスン をやる以上，少々心もとない話であ

る。謙虚も程度問題だし，もしそう語ったにし

てもそれは席上伝えるべきではないだろう。

「公開レッスンは日本の一流の方々も受けて

下さい，何しろ教授は世界一流だし、チェロの

カザルスの公開レッスンには日本一流のチェリ

ストも受けたのですから」これは杉田氏の話に
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あったのだが，カザルスと此の会議に出席した

四人を同列に並べ るのはいくら何でも大変な誤

りだろう。

講演会についても ，もっと良く事前に手段を

取るべきだった。例えばギリシャのエクメッツ

オグローの講演は全然行なはれず，ギリシャ民

謡を 4 • 5曲演奏しただけでお茶を濁 したがそ

の理由が「通訳がいないので」というのでは講

演会の意義は全く失なわれてしまう。講師とし

ての外人 4人のうちでは良く講義したのはタラ

ゴだけだうた。

ベー レントは長々と勝手に語るので通訳がつ

いていけず，その半分も伝えられない。又大い

に疑問に思ったのは， ベー レントが「トウリ

ナ， トロバ等の作品は10年前の楽しむ為の音楽

であり，現在ドイツの真面目な作曲家はギター

を他の楽器と機能的に結びつけた前衛的な作品

を書いて居り，その様に進むべきだ」と、その

主意を述べたが，その意見は意見として苺重す

るとして、彼が演奏会，ラヂオ，テレビを通じ

て自作のスペイン舞曲と称して演奏したフラメ

ンコのメドレーは如何なる主旨に依るのだろう

か。音楽家としていささか定見が無いと思われ

ても仕方がないし，もし主催者側でその様な曲

を希望したと・したら，それこそ真面目なギタリ

スト達は迷惑此の上ない。そして最も恐れるの

は一般愛好家への悪影響である。（私自身此の

会議の券は 120枚以上売っているので責任を感

じている）

主催者側にギター演奏家が一人もいないので

此の様な点が生じたのかも知れないが、これは

言訳にならないだろう。何故なら先に述べた様

に日本人ギタリストの意見をほとんど取上げな

いギタリスト会議だったのだから。つまり，日

本のギター界の実態を良く知らない人達の手で

運ばれた会議と云うところに大きな問題がある

のであって，いくら興行的に成功だったとして

も実質的に不成功に終つたのでは何にもならな

い。むしろ悪い種子をまかれた様にさえ思え

る。



昼の会議には私は最終日の•」組織の問題」に

出席しただけで他は欠席した。これには理由が

ある。要するに開会式の演奏を聴いてから行く

気がしなくなったのである。正直な話、講演会

でも同じ様な事が聴けると思ったし，高嶺氏の

話だと会議と云える内容のものでもないし，単

なる研究会を 5• 6人でやったのが前のペルリ

ン会議の実態だと云う。通訳のいない講演会が

行なはれる位だから推して知るぺ しだろう。

さて「組織の問題」だが，マンドリン ・ギタ

一連盟なるものを作りたい意志が事務局長にあ

ったようだが，これは当日出席した多数のギタ

リストによって「もし作るならギターだけのも ・

ので良いはずだし，それが当然だ。今更マンド

リン ・ギター連盟でもあるまい」との意見が出

された。私としても単なる連絡機関としてのギ

ター連盟なら良いと思う`が，それぞれ音楽観や

目的が異なる人達が一つの団体を作り，そこに

利害関係の生じる様なものは不必要だと思う。

又此の問題で表面に出たのが朝日新聞社主催に

依るギター ・コンクールの話だったが，これも

その後の朝日新聞社上層部の話によると，何も

積極的な話はないし，ましてマンドリン ・ギタ

一連盟が出来れば具体化する等と云う事は話題

にないと伝えられてい る。どうも話の辻棲が合

わない。要するに一部の人達が此のコンクール

と云う問題で有利に動こうとした面がみられ

る。連盟の組織が出来る前にすでに利害問題の

動きがあるのではまことに不明朗な事である。

開会式におけるマンドリン合奏とギタリス ト

の協演の事でも一方的な決定を通知されるだけ

では何とも致し方がない。日本人ギタ リストの

意志が反映されないのだから • •••• • 。いずれに し

ても主催者側の不手際から多 くのギタリストが

協力しようと思いながらも，協力出来にくくさ

れてしまった事は事実であろう。大いに反省し

てもらいたいものである。
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聴衆と演奏家

阿部保夫

遠来の客を暖かく迎える事は日本人の美徳か

も知れない。少くとも表面上は大いに歓迎す

る。しかしそれはその人に対する全面的な信頼

を意味するものではない事もしばしば見受けら

れる。日本人は面と向って「ノ ー」とは仲々言

えない国民性を持っている。その点外国人はハ

ッキリしている。音楽会に於ける拍手やアンコ

ールでも同じ事がいえる。この度の国際会議の

演奏会でも ，終了後色々な人の感想を聞いた

が，すばらしいという人は私の知っている限り

人もいなかった。にもかかわらず何回も何回も

アンコールが止まなかった。これは外国の音楽

家をねぎらう為の声援と受け取れない事もない

が，我々は入場料を支払って聴きに行ったのマ

彼等の後援会に出席したのではない。これでは

かえって彼等をして聴衆を廿く見させ，日本の

音楽市場を組し易いものに思わせる結果！こなり

はしないか ？ 又主催者側に無批判に大成功だ

ったと思わせる結果になりはしないだろうか。

この度の来日ギタリストの大半は日本のギタ

ー界の10数年前を思わせるような演奏を示し，

我々を繁かした。これはテクニックの問題ばか

りでなく ，音楽的内容において特に感じられ

た。これに対して聴衆が正しい判断を持たなか

ったならば，又同じような音楽家が来日するよ

うなことになるだろう。そして宣伝だけをたよ

りにする聴衆は，又同・じ事をくりかえす結果に

なりかねない。しかし，聴衆がそれに対し正し

い評価を下すならば主催者側も，宜伝だけの音

楽家ではなく本当に優れた音楽家を良く調査し

てから呼ぶ事にな るだろう。

或る新聞に次のような事が書かれていた。

「第 4日に行なわれた外来演奏家によるリュー

ト，ギター， ピウエラに関する講演の内容は概

して低調であったが日本の音楽史，比較音楽学



の水準がもっと高いところにあることを知って

ほしかった」と。評論家はこの講演の程度の低

さを指摘しているのだが，若しも，日本のギタ

ーのレベルが低いので外人講師がそれに話を合

わせたとでも思われたら心外である。 • そういう

意味においても，我々ギター関係者が，こうい

う会に対して， どう思っているかを一般の人に

も知って貰い，誤解をさけるためにも，常にそ

の態度をはっきりさせておいた方が良いと思

う。（その他の事についてもいろいろと指摘さ

たていたが，これは今度の会議が一部の人々の

独断で事が進められ大多数のギタリストは事後

承諾の形であっ たという事情によるもので，若

し本当にギタリストが協力しての国際会議だっ

たら指摘されるまでもなく当然やっていたであ

ろう事が沢山あったはずであることを付記して

置く。又よく ギタリス トはばらばらだと言われ

るが，このような事後承諾の形であったにもか

かわらず，国際会譲と思えばこそ九州から北海

道まで多くのギタリストが参加したのであり，

これは，ギタリスト達が，個々別々であるよう

に見えてもギター音楽の発展のためには協力を

惜しまない事を示したものである。）

一方邦人の演奏家はまったくめぐまれない場

合が多いように思われる。これは勿論演奏の巧

拙ということもあるだろうし，決して聴衆だけ

の責任ではないが，聴衆にしても外国の演奏家

でありさえすれば無批判に飛ぴつき，無条件に

信じ過ぎないだろうか。私の知人の中にも邦人

の侵秀なギタリストの演奏会の切符をすすめて

も， ：：：：一回聴いた事があるから：：：： とか， 5 • 6 

年前に聴いたというようなことを持ち出してあ・

まり聴きに行きたがらない人が多い。勿論これ

も我国ギター界からすばらしいギタリストが出

現することによって解決出来るかも知れない

が，そういう人を暖く育てる気持を聴衆も持た

なければ仲々すばらしいギタリストは出現しな

いのではないだろうか。特にこの点については

ギタリスト諸兄にも十分考えて下さるようお願

いしたい。優秀な人は，すぐれた演奏というも

のはいうは易しく実行の難かしいものである事
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を身を持って知っているので，仲間の悪口をい

うことで特別な事以外ではあまり人の批判めい

たことはいいたがらない。自分のうまさを宣伝

する人もあるだろうが，そういう時代は過ぎて

も良いのではなかろうか。今回のギタリスト•よ

りはるかに優れた人が日本には沢山いる。外人

ギタリスト崇拝的な考えはもうこの辺で止めた

らどうだろう。日本のギターのレベルは決して

それほど低いものではない。唯多くのギター関

係者の中には，自己満足的な人もあるようだ

が，その人達の勝手な放言が躍進しようとする

ギタ ー界の足を引張る事のないようにしたいも

のである。聴衆も，ギタリストも，上手な人に

対してはそれを卒直に認め，これをさらに仲ば

すように努めることにより，ますます優れたも

のを発表してもらい，日本ギター音楽の向上を

計らなければならないと思う。これ等の事がや

がて将来世界的なギタリストを日本から生み出

す基になるだろう。



国際ギタリスト会議の正体

国際ギタリスト会議は，イタリーのマンドリニス

ト，ロモロ ・フェラリーが創めたということになって

いるが，その母体の様なものは， 1889年にドイツギタ

一連盟の主催で開かれたものである という 。それは，

1923年までペルリンで開かれ，その後1939年まではイ

タリーで開かれた。 (1923年にイタリアギター連盟な

るものが設立されている）

この間17年， どんな内容て何回開かれたのか不明

であるが，問もなく第 2次世界大戦が始まって，この

会合も中断された。

戦後の記録では， 1954年 9月26日にイタリーのクレ

モナで第16回国際ギタリスト会議が開かれ，演奏と製

作のコンクールを行った。この時にドイツからマルガ

・ポイムルとペーレントが参加している。

第17回は1955年10月1,2両日，イ タリ ーのモデナで

開かれた。 ドイツからは前回参加したポイムルとペー

レントの他に今度来日したピショフも加わっている。

第18回は1956年10月6,7日，やはりイタリーで開か

れた。 ドイツの参加者は17回と同じ。

第19回は1957年， 9月28, 29日ドイツのエルランゲ

ンで開かれた。

第20回は1958年11月2日から28日までペルリンで開

催され，この時に日本から高橋功，高悌巌，ギリシャ

からエクメッツグロー，イ ギリスからジャック ・ドュ

アート，イタリーからエンリコ ・タリアピーニ（ギタ

リスト 。有名なテナーのタリアピーニではない）が参

加， トルコその他からも参加者があった。

この第20回の時には， ドイツ，イタリ ー以外の国か

ら参加もあり，会期も 2週間に及ぷ大々的なものであ

ったと報じられているが，そのプログラムを細かく調

べて見ると，第 6夜の ミイタリーギター音楽のタミ

で， タリアピーニが 2ステージ6曲を演奏，第 7夜，

汀日本ギ ター音楽のタミで高嶺が 1ステージ 4曲，高

栢が 1ステージ 5曲の邦人作品を演奏し，第10夜に高

嶺が 1ステージ 4曲を奏いた他は，今度来日したピシ

ョフにしても，第 4夜に 2ステージ 6曲，第10夜と，

第14夜にパッハの組曲をリュートで演奏しただけであ

り，エクメッツグローは，第10夜に 1ステージ 3曲，

第14夜に 1ステージ 4曲の独奏と，第 2夜に高橘との

二重癸，第10夜にマンドリン ・オーケストラと合奏し

ているだけである。（一回の演奏会は 4~6ステージ）
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現代ドイツ作曲家の夕，フランス，スペインのギタ

ー音楽，古典音楽の夕、 歌とギター， イタリアギター

音楽の夕， 日本音楽の夕， イギリスのギター音楽，ギ

ター協奏曲の夕，名曲の夕，ギター室内楽の夕，等々

連夜のプログラムはいろいろあるが，まるっきりペー

レントの独演であり，曲目がダプっていたり門下生の

試演会までプロに入っているという有様である。しか

も， ドイツのギタリストが一人も参加していないとい

うのは，何を意味しているのか。ペルリンにはプルノ

マ ・ヘンツェが居るし，ウイーンには，カール ・シャ

イト，ルイゼ ・ワルカーも居る。この人達も勿論知ら

ん顔をしていたのである。ペーレントの自称する「最

大の国際ギタリスト会議」の内容も推察出来ようとい

うものである。

今度東京で開かれた第21回がどうであったかは，読

者の中にも自身の目と耳で確かめられた方が多いだろ

うし，別項にもいろいろ と論じられているので，ここ

では何も言う必要はないと思う。

そこで，何故こんな下らない会が，貴重な外貨を使

ってまで（高梢 ・店様両氏がペル リンに行った時は旅

投は自分持ち，滞在費にしても， 汗我々遠来の客に対

する待遇については遺憾な点はあった~と高橋氏が書

いて居られる程度のものであったのに，今度来日した

外人ギタリストには，一切の費用を日本側で持ってい

る。）日本に持込まれたのだろうか。

プログラムに載っている高橘功氏の稿によると，ペ

ルリン会譲の時にトルコのアンカラが次期開催地とし

て候補となったのだが，翌年の1958年中にはトルコで

は開かれず，この年の12月31日にフェラリ ーが亡 くな

ったので，その追悼をかねてイタリアのモデナで開か

れることになった。しかし-それはどんな理由だった

のかは私（高梢氏）にはわからないが，実現の運びと

ならなかった-という。

とこうしている中に， 1960年12月，ペーレントは日

本にやって来た。招いたのは第一生命ホールと朝日新

聞社。高橋，高徹両氏が一役買っていたのは勿論であ

る。この時にはペーレントは日本以外にアメリカ等に

も立寄ったようだが' -この時すでに次回の国際ギタ

リスト会議の開催地は日本以外にはないと判断を下

し，私（高橋氏）とマネージャーの杉田村雄氏にその

案をもちかけて来た、のだそうである。彼にとって，

日本はよほど良い市場に見えたのだろう。

もっと も，小原安正氏が，第20回のペルリン会議の

時に，「来年度は無理だが第22回は束京で開催して欲

しい 旨のメッセージと要請を送った」という ことがギ



タルラ誌にも出ているから，ペーレ ントも始めからそ

のつもりでやって来たのかも知れない。

其の後もペーレ ントはアフリカのシュパィツァー病

院に居る高椅氏に対し積極的に働きかけ，昨年夏，高

橋氏が休暇で帰国した時にこの話は具体化される動き

を見せた。ことに杉田氏は非常に乗気で，杉田氏を通

して朝日新聞へ話が持込まれ，遂に 3月東京開催が決

定したわけである。

ここで問題になるのは，ペルリンで彼等の演奏を実

際に聴いている高橘，高嶺氏の言動である。高橋氏は

アルモニア誌に， ミェクメッツグローは，キジアーナ

で3回もセゴピア，プホールに師事したというだけぁ

ってすでに大家の貫禄は十分であるミ::,テクニックは

しっかりしている。理論と作曲法を身につけている

ので，どんな曲を弾いてもデッサンのしっかりした，

ゆるぎのない，肉附けのある音楽になっている。好ん

でパッハを弾いたが，ソル、ターレガ， フォルテアな

どもうまい。新しい所ではロポスがうまい。アルペニ

ス，グラナドスもいいが，就中ギリシアの民謡をテー

マにした 自作がいい-と書き，高嶺氏はプログラムの

解説で汽エクメッグローは）バッハから自作までよ

くもこんなにレバートリーを持っていると感心する。

ギターの音を非常に大切にする。特にカンシオーネや

ギリシャ民俗舞曲になると索晴らしい。ー音ー音が生

きている。彼の心温まる演奏が私達に深い感銘を与え

てくれる事だろう 。ミミ（ピショフの）アルパニアの旋

律による変奏曲，モーツァルトの主題による変奏曲は

彼のギターヘの造詣の深さをしる重要な作品となって

いる-と古いている。ここまで喰いちがってくると，

これは， もはや見解の相違だなどと言って済まされる

問題ではない。

とにかくこうして 3月に東京でギタリスト会議を開

くことが決まり， 日程も，プログラムもすでに決った

時になって， 杉田氏はギタリスト達に有無をいわさず

実行委員という名目を押しつけ，ギター界あげての協

カの下に行われるギタリスト会議なるものをデッチ上

げてしまったのである。杉田氏とペーレントの思うつ

ほにはまった日本ギター界は，日本で開かれるギタリ

スト会蔑だというのに，日本人ギタリストは殆ど無視

1され，その意見もロクに通らぬまま，杉田氏と ペーレ

ントのペースによるギタリスト会議が開かれた。しか

も，ペーレントには尚その上に， 日本にギター連盟を

作らせ，それを自分の組織する国際ギター連盟なるも

のに加盟させることにより，ギタリスト会議の本部を

日本に持って来て， 日本のギタ ー界を自由にしようと
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いう野望があった。何しろ，杉田氏の言によれば，ギ

タリスト会議を主催することが出来るのは，ペーレン

トの組織に入っている団体であって，日本にはまだそ

れが出来ていないから，皆さん（日本のギタリスト）

は参加出来ない筈の所を，特に呼びかけて参加させて

上げたというのだから恐れ入った話である。そして，

杉田氏が日本にギター連盟を作ってペーレントの下諮

をやろうと最初から予定していたことは，プログラム

に「日本のギター，マンドリン連盟結成の機運にある

とき，欧州でのこの組織の主導者を迎えることも大い

に意義がある」と舌き， 「ギタ ー界を組織，編成する

諸問題」というのを，会議最終日の議題にしているこ

とでも明らかである。（実行委員に配られた印刷物に

は，更にミ国際ギター連盟加入の件ミというのがつけ

加えられている）幸なことに，この件については，杉

田氏がマンドリンギター連盟という形で持出し（杉田

氏はアマチュアマンドリニスト）たために，当日出席

したギタリストや愛好家から全然問題にされず，かり

にギターだけの連盟を作ったとしても，ペーレントの

組織に入ることはお断り， という空気が強かったの

で，ベーレントの野望は日本のギター界の良識によっ

て， 遂に阻まれた結果となった。

ここで一つ知って囮いて欲しいことがある。ペーレン

トの言う所の国際ギタリスト会議の主旨は，参加者は

すべてを無償でやるということがあるということなの

だ。ペーレントに言わせると「セゴピアやプホールは

自分の利益の為に， お金を貰って演奏している」 の

で，従ってセゴビア，プホール，イエペス等には一度

も連絡した事がないそうである。又，プリームは国際

ギタリスト会議にはハッキリと反対の意を表している

という。これ等のことは，会議第一日にベーレント自

身によって語られていることなのである。

1954年の第16回から今日まで，参加者の顔ぶれが殆

ど同じであり，一流ギタリストが誰一人として参加も

協力もしていない理由も，自ずと判って来る。こんな

ものを日本で開かなければならぬ理由はどこにも無い

ことはもうお判り頂けたと思う。そして，恐らく二度

と再び日本でこの会議を開くことは不可能だろうし，

万ー，杉田氏ら一部の人々が強引に計画した所で，協

力するギタリストは（特殊な利害関係者以外に）一人

も無いだろう。

日本の聴衆は珍らしいもの好きかも知れないがつん

ぼではなく，日本のギタリストや愛好家はお人好しか

も知れないが，鳥鹿では無いことを，ペーレントも杉

田氏も知るべきである。 （本誌 ・玖島たづ子）



国際ギターコンクール． ． 
松田二朗氏 3位入賞

昨年 9月スペインのサンチャゴとオレンセで

開かれた国際ギターコ ンクールに於て，松田二

朗氏は見事に三位に入賞，日本人として初の国

際コンクール入貰の栄を担った。

渡欧後一年，ジョン ・ウイリアムス氏の下で

のたゆみない努力がこの立派な成果を産んだも

ので，日本ギター界のホープ松田二朗氏に大い

なる拍手を送りたいと思う。

尚このコンクールの様子を大西博愛氏（在ス

ペイン）は次の様に知らせて来ている。

9月13日から国際ギターコンクールがサンチ

ャゴとオレンセで行われました。これにはスペ

インから 6名，オーストリー，イタリー， 日本

から各 1名が参加。審査員はセゴビア，ハンス

・ハウク（作曲家）， ジョン ・ウイリアムス，

その他 4名の計 7名で課題曲は次の通りです。

グラン ・ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソ ル

ソナタ （ポ ッケリーニ礼讃） ・・・・・・テデスコ

オメナーヘ（ドピツ シーの墓に捧ぐ）．．．

・・・・..ファリァ

予選は13, 14の両日サンチャゴで行われまし

た。 (13日の午前10時から 3名，午後 6時から

3名。14日午前10時から 3名。） この結果，ホ

セ ・トーマスとオスカー ・ギリア（イタリ ー）

の 2人がパスしました。そして残 りの人はもう

1度テデスコのソナタ（第 4楽章のみ）を14日

午後 6時か ら演奏 し，ホセ ・ルイス，松田二

朗，ホセ ・ロサーロの 3人がバス。ヘスス ・ゴ

ンサレス ・モイーノ（数年前来日したことがあ

る）も参加しましたが，調子が悪く落ちてしま

いました。

予選をパスした上記の 5人により， 16, 17の

2日間オレンセのコンセルバトリオで本選が行

(15) 

われました。

・ 17日夜10時半から始まり，最後の奏者ホセ ・

トーマスの演奏が終ったのが1祉寺近く，発表は

夜中の 2時でした。

自由曲（前古典から近代までの曲を含め）を

約30分ずつ， 2ステージに分けてやりました。

（別項プログラム参照）結果は，

第 1位 ホセ ・トーマス（スペイン， 1934年

生）

第 2位 ホセ ・ルイス ・ゴンサレス（スペイ

ン， 1932年生）

第 3位松田二朗（日本， 1933年生）

If オスカー・ ギリア（イタリー， 1933

年生）

次 点ホ セ ・ラサーロ

当夜の松田さんの演奏は非常によく，私は第

3位ぐらいには入るのではないかと思っていま

したが，その通りになりました。

この後，受賞者全貝それぞれ 1曲ずつ演奏し

てコンクールは終りました。

尚，ホセ ・ルイスは非常に音を大切にしま

す。ですから美しい音を持って居り，良いカン

とテクニックがあります。しかし，それに走り

すぎて音楽に落付きと深さがなくなり，軽く流

れてしまうという欠点があります。部分，部分

に ：：：：いいな ！：：：： と思う所はありますが・・・・・・。そ

れに対しホセ ・トーマスの演奏は聴いていて落

着きがあり， 1つ 1つ確実に弾いていくタイプ

で，よくまとまっていますが，魅力が欠けてい

ます。以上私の感じたままですが·… •• 。

このコンクールに於ける本選演奏曲目（自由

曲）を参考までに紹介しよう。



ホセ・トーマス

I 皇帝の唄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ナルノゞエス

民謡による変奏.................." 

4つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロンカ リ

プレリュード，パッサカリア，ガポッ

ト， ジー グ

グラン ・ソロ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・..‘ノル

II ロマンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シューマン

バルカ ロー ラとダンツァ・・・・・・タンスマン

プレリュー ドとアルバ・・・ハンス ・ハウク

マ ドロノス・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ トロノゞ

ホセ・ルイス・ゴンサレス

I 皇帝の唄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ナルノロエス
シャ コンヌ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クープラン

ガポツト・・・・・・・・・・・・・・・・・・A・スカラッティ

グラン ・ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・・ ソル

II 2つの ワルツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・シュー ペル ト

3 つのカタロニア民歌・・……• リ ヨベット

トナディルラ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テデスコ

アレグレッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トロノゞ

松田二朗

I 4つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガリ レイ

プレリュ ー ド，ビアンカ ・フィオレ，

パッサカリア，サルタレロ

ノぐツサカリア・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ド・ビゼー

プレリュ ー ドとアレマンド・・・・・・

...... J. s.ノゞ ッノ‘

アンダンティ ー ノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

ソナタ op.15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ " 

I ワルツ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・...プラー ムス

アレグ ロ （ソナタ ・クラシカ よ り）．．．

・・・・・・ボンセ

プレリ ュー ド第 4番・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロボス

練習曲第 1番・・・・・・・・・・..............II 

オメナー ヘ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ファ リァ

ファンダンギ ロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・トロ ノ＜

オスカー・ギリア

I 3つのノぐノゞ ー ヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミ ラン

ノぐッサカリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ド・ビゼー

プレ リュー ドとフー ガ..J. s・バッハ

メヌ エ ッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・ソル

n ォメナー ヘ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フ ァ リア

メヌ エ ット （ ソナタ よ り ） …•••テデス コ
4つの4ヽ品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トロノゞ

プレアンプロ，オリベラス，カンシオ

ン，アルバー ダ

ホセ・ラサーロ
ヽ

I イギリス民謡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15世紀作品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ナルノゞエス

2つの小品・・・・・・・・・・・・・・・フ レス コバルデイ

イギリス組曲第 3 番よ り ••• J•S•パッハ

サラバンド，ガポツ トI,ガポツト I
グラン ・ソロ・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ソル

I ロマンス ・・・・・・・・・・・・......メンデルスゾー ン

サラパンドとバルカ ロー ラ・・・タンスマン

4ヽ 麦畑にて・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・ロ ドリゴ

カディ ス・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..アルベニス

オレンセ国際音楽コンテスト規定

オレンセ音楽院は国際音楽コンテ

ストを設けることを決定した。これ

は Musicaen Compostelaと共に協

力してこれから毎年行われるもの

で，前記の音楽院を主催者とする。

コンテストは月の中頃に開かれる。

ギタ一部門ではセゴピアから 2万

5千ペセタのセゴピア賞が優秀者に

与えられる。 ' 

1. 年令，国籍を問わず。

2. 審査は 2回にわたって行われ

る。

A 予選参加者は次の 3つの課

題曲にわたって審査される。ソ

ル作曲のグランソロ，テデスコ

作曲のソナタ， フアリヤ作曲の

オメナーヘ。

B 本選自由曲を30分から45分位

弾き続けること。但し選曲には

次の条件を滴たしていなければ

ならない。

(a) サンス， ドピゼーなどの前

古典楽曲。

(b) ‘ノル，ジュリアーニなどの

古典楽曲。

(c) 例えばメンデルスゾーン，

シューペルトなどの浪漫派作

曲家からの編曲したもの。

(d) ヴィラロポス，タンスマン

などの近代もしくは現代の巨

匠の作品。

(e) トゥリナ， ロドリゴ， トロ

パ等のスペイン人作曲家の小

品。

を含んでいること，さらに予選課

題曲のうちから得意なもの一曲を

(16) 

これらに加えること。

3. 出演手続 1961年 8月25日まで

にその旨を書留で送付し，音楽歴

を添えること。

4. 出演料 500ペセタ

5. 審査貝 セゴビアを委員長とし

て，オレンセ音楽院の取締役アン

トニオイグレシアス， ロンドン王

立音楽短大教授ジョンウィリアム

ズ，その他である。

審査結果について一切の抗議を

認めない。

6. 一位入賞者にはその栄脊をたた

える意味で音楽院が独奏会を主催

する。

7. 出演希望者に対してく Musica

en Compostela;>は奨学資金の利

用に応ずる。



よ ろ つ ば

だ よ り

足です。左手の動きが， ジョン・ウイリアムス，

プリ ームなどと大きな違いでした。私共もあの

様な動きをしているのだろうか？ そして，だ

からソロをするだけのテクニックが私共に得ら

れないだろうかと考えさせられました。見てい

るだけでやはり不安定です。それでも殆どミス

なく演奏していましたが（速いパッセーヂも）。

ただ，それが二重奏であり，テクニックが易し

いということを考慮に入れてほしい。これによ

らて合奏（ギターの）が大したことがないと私

が判断するのは早計でしょう。音楽家の大きさ

（アイマイですが）が違うので，もっと立派な

演奏の出来る Duo が出て来る可能性もあるわ

けです。ただ，ギターの場合，音が多すぎる。

即ち，チョコチョコといつぱい細かい音が分散

的に出て来るとバカらしくなって来ます。 （そ

れに三度 ・六度などの連続がトリオ ・ロス ・バ

ンチョスなどを連想していけませんね）ロドリ

ゴが近代のものではケッ作でありました。 ソル

はホ調のもの。

松田 朗

次にジョン ・ウイリアムス氏はロイヤル・ア

カデミー ・ミュージック（名前は確実ではあり

ませんが，ロンドンに三つの大きな音楽学校が

あって，その中の一つです）のギター科の教授

になられました。これは英国では始めてのこと

で，大変良いことです。生徒は 8名。バイオリ

ン， ヒ°アノ等の人である様です。このことは私

も以前から日本にも必要であると考えていまし

たが，他の音楽部門の人がギターを理解すると

いうことだけに対しても必要でしょう。

今日はラゴヤ，プレスティを見て来ました。

先ず，すばらしい演奏といってよいでしょう

か。二人共，バリ ーのギターメーカー Bouchet

（プシェー）を使用していました。すべて速い

ところはプレストで，よくもあれだけ速くひけ

るなと感心（寒心）しました。しかし，二人で

ひいているというのは，やはり楽しいもので

す。聴衆は％から少し多目で，たいした盛況で

はありません。あまりに• もダイナミズム及びロ

マンティズムを要求した演奏で，カタイ音を出

していたと思いました。ラゴヤはテクニツク不

12月20日 (1960年）， セゴビアのフエスティ

バル ・ホールでの演奏。実に見事なものでし

た。音楽家として完成したものを見，又，特に

今まで以上にすぐれた音色を見せました。音楽

家が良い演奏をするということは，死ぬまで必

要なことでしょう。セゴビアを見直した次第で

す。 5回もアンコールをして，まだ聴衆が帰ら

ずステージに飛び上ってセゴピアを囲むという

風景が見られました。

(17) 



本当に来てよかったとつくずく思っていま

す。日本では自信を持って演奏出来るでしょ

う。こちらでは自信そう失ですがね。ジョンが

上手すぎるのでどうもいけません。しかし，こ

れが私にとって薬になり，又，大きな勉強にな

るだろうと，苦しい勉強ですが将来は明るいと

考えます。

ジョンの様に一音もミスなくひける様にはな

らないと悟りましたが，音楽をジョンと違った

美しさ，スケールは小さいかも知れないが，美

しくまとめて演奏するのが，私の持味を出す道

であると考えます。私は私の音楽を演奏すべき

で，ナイ ーヴなものが私の特性であると悟りま

した。しかし，勿論， ジョンから得た大きさ，

力強さも出し得る様になるでしょうし，それら

の混合が私の将来に於て，一つのまとまりをな

してくれるものと，努力する途上です。とにか

く，あまり大きな期待をしないで待って下さ

vヽ
゜
ある時には，セゴピアも本物であろうかと疑

います。どうしてセゴビアー人がギタリストの

中でとぴ抜けていたか，それは，やはり彼が新

しい技術を，システムを，考え出したからだろ

う。そして，彼の同時代人ヴァルカー， プホー

ルその他は，単に彼が天才的に指が動くと考え

たが，そうではなく，合理的に勉強して指を動

かしていたのだということを知らなかったので

あろうか。それにしても天オではあります。

日本で良い先生が無かった，システムがわか

らなかったということが，私には残念です。彼

（セゴピア）の出版した楽譜はその意味で立派

な遺産です。私の場合，音楽的な誤りその他修

正すぺき点が多くありましたが，テクニックt：：
けはどうしても一流のものになりたいと考えま

す。即ち，テクニックさえあればどんなことで

も出来る。テクニックを得るためには，やはり

猛勉強を（ジョンと違って）しなければならな

いと考える様になりました。

ジョンは現代物，ポンセ，テデス コなどにす

ばらしいものを持っています。それは今の所私

の羨望の的です。その点で彼を高く評価 しま

す。

(18) 

爪の形は今で必疑問です。よくわからない。

今，テデスコのソナタをやっています。易しい

もの，前古典，スカラッティなどはいつでもひ

けると言える様になれば楽しいものです。

（以上の稿は，本誌休刊のため掲載が大変に遅れ

たことをおわぴ致します。）

私が来た翌年にコンクールがあって（即ち準

備期間が一年あったこと）そして一応入賞出来

たことは，皆様のおかげであるともに，非常に

ラッキーであったのだと考えています。入貰し

たから急にうまくなったなどとは考えていませ

んが，少しは自信が出来たら，良い演奏が出来

るかも知れません。

とにかく，コンクールは非常にムズカシイも

のでした。身心共に疲労しました。あのテデス

コが，私には技術的に高度のものが要求され

て，その反面良い勉強にはなりました。ギター

がいつまでもムズカシイものであることをつく

づく感じ，いつになったら楽々とひける様にな

るのだろうかと，半ば絶望的です。

今，ジョンの家に住んでいます。帰るまでこ

こに住むつもりですが，非常に勉強になると思

います。というのは，私が練習しているのを彼

がときどき聴いていて，その練習の仕方ではダ

メだとか，こうすれば良いとか，練習態度その

ものを教えてくれるからです。これは週一回ー

時間のレッスンでは得られないことです。

早く日本に帰って皆様と話がしたいと考えて

います。あまり大きな期待を持たれると困りま

すが，私としては，自分に出来るだけのこと

を，努力し，苦労して摂取したと考えていま

す。勿論，多くの間違いやら，失敗があり，思

うことの伍oも達成出来ない外国生活のことで

はあり，ムダなことも多く，考えてみれば，日

本で今までのままで今日まで（自分では非常な

努力と勉強をしているつもりで一ー）過して来

たのと，こうして外国に来たのとを較ぺてみ

て，少しでもプラスの面があれば，私の苦労も

報いがあったのだ，と自分自身に今のところあ

まり大きな負担をかけるのを避けたい様な気持

です。
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3月に東京で開かれた国際ギタリスト会議のスケジュールの中に， ドイツの

ハンス ・ビショッフ氏のリュート独奏会があった。リュー今回その紹介も行っ

ト奏者の来日はこれが始めてである。又， レナタ ・タラゴ嬢はビエラも奏し，

た。

リュ ート， ピエラ，いずれもギターとはきわめて近い関係にある古い楽器で

あるが，御存知ない方も多いのではないかと思い，その大略を紹介することに

した。

リュ 卜 1) 構造

西洋梨または，いちじくをたて割りにした様な形の胴を持っている。背面は

丸みを持っていて，肋骨状の細長い木片を多数はり合わせて作り，紙または羊

皮紙などで裏うち してある。

響板 （おもて板）は平らで裏側から横木 （力木 ・バー）で支えてあるが，横

木の配置にはいくつかの法式があり，それによって音色その他に相当の差が出

来る。

駒は響板の中央より下の方にはりつけられているが，ギターのものに似てい

る。

響孔は悼のつけ根と駒のほぼ中間にあり，すかし模様が入っていることが多

vヽ
゜
悼の長さは，ふつう開放絃の長さの乃以下で，指板の巾は絃数によっても変

るが， 6cmのものが多い。フレットは， 15世紀までのものにはなかったが，

16世紀はじめにかけて，綽にガ ットを巻きつけたフレッ トが工夫され，初めは

4つ，後に 8つになった。糸ぐらの部分はほぼ直角に近く後方に折れ曲 ってお

り， リュートの大きな特徴となっているが，これによって糸巻きの手前にある

糸受け（ナッ ト）に対する絃の張力が強められることと，重心が安定すること

などの効果がある。

絃はガット（現在はナイ ロン）を用い，第 1絃の他は全部複絃で，絃数は15

(19) 



世紀初めまでは 6~8絃であったが， 15世紀半ばに11絃（単絃 1本と 5複絃の

6コース）の標準型が完成され，更に17世紀以降，低音に番外絃が加えるられ

ようになり，絃の数は次第に増えて行った。 17世紀末のリュ ート は， 20絃が普

通であった。 (24絃のものすらあった）。この型のリュートは，高音絃 2本が単

絃の11コースとなっている。（現在用いられているものは， 7コース， 13絃の

ものが普通。） 調絃法は時代により，地域により一定していない。

2) リ ュートの音楽

リュ ー トは非常に古い歴史を有する楽器であり， リュート属という広い意味

でこれを見るなら，メソボタミアの出土品の中にすでに現われている。そして

それはさまざま の経路を通ってヨーロッパ全土に広がって行った。

16世紀に至って，音楽は器楽という新しいジャンルに足をふみ入れようとし

ていたが，その発展に直接関与した最初の楽器は， リュートとオルガンであ

る。この二つの楽器はタプラチュア（古い記譜法の一つ）が使われるようにな

ったことに恵まれて，優先的に独奏に使用されるようになった。リュートとオ

ルガンの音楽は，記譜されて伝えられている器楽作品のなかで，最も古い時代

のものに属している。当時のリュート音楽は，現在のビアノ音楽のそれにも似

て，ョーロッパ各国に於て家庭音楽として愛好され，舞踏音楽としての実際的

な使用のためではなく，より自由な音楽的演奏のための組曲と結ぴついて，｝レ

ネッサンス器楽の最も重要なレバートリーをなし，音楽文化史の上に，特色あ

る業績を残した。

こうして， 16,17世紀を頂点として全 ヨーロ ッパに栄えたリュ ート音楽も，

次第にその席を鍵盤楽器にゆずって急速に衰えを見せ， 18世紀に入って遂にそ

の姿を消 してしまうに至った。

ピ 工 ラ ピエラは16世紀にスペインで隆盛をきわめた楽器でリュートによく似た型を

している。背面は丸みを持ち平で，絃の数はリュート同様単絃 1本を含む複絃

6コース (11絃）のものが最も普通であった。

16世紀か ら17世紀にかけて，ヨーロ ッパではリュートが器楽の中心として全

盛を誇っていたが，スペインでは， 16世紀にはリュートよりもピエラの方が盛

んであった。

16世紀のスペインでは，ギターは大衆楽器として愛用され・ていたが。音楽的

には高い位地を占めではいず，絃の数もわずか 4本，奏法もラスゲァード奏法

が用いられていた。これに対してピエラは，上流社会の音楽として隆盛をきわ

め，奏法もプンテァ ード奏法（絃を別々にはじく方法，つまり現在のギターの

奏き方）を用ていた。

17世紀に入ると， 5絃のギターがピエラに代って登場し，ギター音楽の輝か

しい発展をとげるに至り， ビエラはそのかげを没してしまったのであるが， ピ

エラこそス ペインギターの直接的な先駆者であり，その音楽の中には，次の時

代に於けるギター音楽の発展が準備されていたとも言える。 当時のピエリス

トのミラン，ナルバエス，ムダラ等の残した作品は，現代に至ってプホルの手

でギターに移され，我々にも親しみの深いものとなっている。

(20) 



ー語辞 典 1

アウフタクト Au£ほkt（独），

アップピート up-beat（英），アナ

クルーズ anacrouse（仏）， レヴァ

ータ levata（伊）。 • 

上拍のこと。拍節法では強拍は

上から下に打ちおろす拍（下拍）

で示されるが，それに対して弱拍

を上拍という。

曲が弱拍部すなわち小節内の第

1拍以外の拍から始まることを弱

起といい，リーマンの説による

と， リズムは本来弱から強へ向っ

て進むものであるから，楽曲の始

まりも弱起の形が本来のものであ

り，強起（強拍部すなわち小節の

第一拍からはじまる）の曲は，そ

の前の弱拍が省略されているか，

あるいは最初の強拍に当る音は単

に強拍確保の意味でおかれている

と考えるべきだとしている。

ゲネラルアウフタクト General

Auftakt（独） リーマンによって言

い出された言葉で，アウフタクト

の概念を拡張して，主要な楽節の

入りに至るまでの序をなす部分を

こう呼ぶ。

また曲の途中でも，ある楽句の

段落音から後続の楽句に至るつな

ぎの部分が， この後続楽句の序を

なすと見られる場合にはこう呼ば

れる。

このことはリ←マン以前にもフ

ランスでモミニによって “len"つ

なぎとして (1806)，またリュッシ

によって “natesde soudure"（接

合音）として (1873)説明された

ものをリ;__マンが取り上げたので

ある。

その典型的なものは，ほぼハイ

ドン，モッアルトの初期から，ペ

ートーペンのいわゆる中期にわた

る作品に多く見られる。

ゲネラルアウフタクトは，短い

音符群による音階的または分散和

音的進行，あるいはそれらの混用

から成るものが多いが，単なる伴

奏音型などによるものはこう呼ば

れない。

x
 

x
 

X 

アクセント accent（英），ア

クツェント Akzent（独），アクサ

ン acten, ア ッチェント（伊）。

楽語としては下記の 3つの意味

に用いられる。

1) 1音が他の音よりも強く奏

されること。

小節の中では普通第 1拍が一番

強い。複合拍子では第 1拍のほか

に中強の強さの 1拍があるが (5/8

拍子の第 4拍のように），演奏する

場合にはとくに表わさないことが

多い。これは規則的なアクセント

であるが，そのほかに不規則なも

のがある。それ等は楽曲の表情の

上にとくに必要なものがある。そ

れ等は楽曲の表情の上にとくに必

要な音を＞又は八の記号で指示し

て強めるもので，普通トニック ・

アクセント tonicaccent,アゴーギ

ック ・アクセント agogicaccent, 

ダイナミック ・アクセント dyna-

mic accent, の 3つに分けられ

る。

トニック ・アクセントと呼ばれ

るものは，旋律中のとくに高い音

にあるアクセントで，アゴーギッ

ク・アクセントは，長い音符の強

さを持続する場合に生ずるもので

ある。ダイナミック ・アクセント

はこれら以外の場合，特に欲した

音に強勢を与えるものである。ま

た以上のほか， リズムに変化をあ

たえるためにも多く用いられる。

2) フランス語のアクサンは，

17 • ・18世紀のフランス音楽におけ

る装飾音の 1種ナハシュラーク

（後打音）に属するものをも意味

する。

3) ドイツ語のアクツェント

は，倍音の古名の 1つとして用い

られることがある。 J.s・パッ

ハの作品などにもこの名が見ら

れ， Accentsteigendは上行する

アクツェントで，主要音の下方に

ある俺音， Accentfallendは下行

するアクツェントで，上方の｛奇音

の意味である。

高 級輸入絃

ソフトで深みのある 音をどうぞ

・・・・..フ ベ リ ヤ・・・・・・

定価 ① 130円 ② 150円 ③ 160円 ④ 200円 ⑤ 220円 ⑥ 240円

(21) 



ほんだな

スペイン音楽

ホセ・スピラ著，浜田滋郎訳

白水社版B6版， 153頁，150円。

白水社のクセジュ文庫の中の一冊

である。

ギタ ーと切っても切れないご縁の

ある国スペイン。ギター奏きにとっ

て，スペ．ィンの音楽は余りにも身近

なものであるが，訳者があとがきで

言っているように “スペイン音楽の

全般にわたって系統立った知識を与

今月の楽譜

ナルバエス作の，「皇帝の唄」「‘‘牛

の群れ”の主題による変奏曲」 「ク

ラーロス伯のロマンスによる22の変

奏曲」の三つを御紹介致します。

作曲者のルイス・デ・ナルバエス

は， 16世紀スペインのグラナダに，す

ぐれたビエラ音楽の一派を立てた当

時著名のピエラ奏者，作曲家，詩人

えてくれる書物が，．わが国では，ま 諸般にわたる数多い著書で欧米に広

だ 1冊もなかった”そして．この本 く名を知られている”スペインの音

はそう深く掘り下げた書き方ではな 楽学者であり，本書は仏訳本から再

いとしてもとにかく “われわれのそ 訳されたものである。

うした漠然とした知識に． しっかり “いままで，わが国の音楽辞典が

と骨組みを入れてくれるもの”とし 「イタリアの影響下にあったにすぎ

て一読に価する。

ルイス ・ミラン，アロ・ンソ ・ムダ

ラ等のヴィエリ文卜， ソ・ル，アグア

ド，カーノ，タレガ， リョペート，

プホル，セゴピア，等々それぞれの

時代を代表する数多くのギタリスト

について言及されていることも，親

しみ易さを増してくれるだろうし，

一般の音楽史の中では殆ど全くとい

って良い程取扱われることのないこ

れ等の人達を，その生きた時代と共

にそして，同時代の音楽家だちの中

で知ることが出来るのも嬉しいこと

だ。

訳者によれば，著者ホセ ・スビラ

は“スペイン劇場音楽に関する多く

の画期的な研究をはじめとして音楽

で，フェリーペ 2世のビエラの先生。

1536年，ルイス ・ミランが「エル

マエストロ」と題する“手弾きピエ

ない」と簡単にかたずけてきた，ア

ルペーニス以前のスペイン音楽に秘

められた数々の宝，黄金世紀のビク

トーリアやカペゾンの音楽， ピウエ

ーラの音楽，サンスやソルのギター

音楽，またトナディ ー リャやサルス

エーラのなかの独特な宝が，やがて

は，われわれに親しいものになるこ

と’'を願ってこれを訳された浜田氏

の願いはそのままに我々の願いでも

ある。

訳者の浜田滋郎氏はスペイン文学

• 音楽を専攻して居られる若き学究

で，阿部保夫氏門下の新進ギタリス

ト浜田三彦氏の令兄である。弟三彦

氏もこの本を訳すに当りいろいろと

協力された由。 ， （品）

伯のロマンスによる22の変奏曲」は

この曲集の中でもよく知られた一曲

です。この曲集は現在もマドリード

ラのための譜本”をパレンシアで刊 I の国立図書館に保存されています。

行して，ビエラのための楽請集のロ

火を切ったのに続いて，ナルパエス

も1538年にビエラ曲集「デルフィン

の六巻の譜本」をバリャドリ ー ドで

刊行しました。この本で彼はスペイ

ンで最初の，注目すべき変奏曲を書

き，曲の速度を指示する記号を使用

しました。添付楽譜の「クラーロス

(22) 

こうした，いわゆるスペイン前古

典と呼ばれている音楽を，現代に復

活させたのは，プホールで，ここに

御紹介した 3曲も，プホールによっ

てギターに移されたものであり，ギ

ター音楽のす ぐれた一分野として，

著名演奏家のレパートリーにも加え

られているものです。



友 の 会 の 頁

ギター友の会々則

1. 本会をギクー友の会と よびま

す。

1. 会員

0月刊「ギクーの友」 誌の愛読者

で，後記の手続きによって入会さ

れた方を会員 とします。

〇入会手続は入会申込書 （入会希

望の方は本部宛お申し出て下さ

い。申込書をお送りします）に必

要なことがらを書き， 「ギク ーの

友」 予約購読料をそえて友の会本

部までお申込下さい。

0月刊「ギク ーの友」誌予約購読

には半年予約と 1年予約の二つの

方法があります。

半年 ・600円（送料を含む）

1年 1.100円(,,)

入会金および会費はいりません。

〇会員である期間は「ギク ーの

友」予約購読期間中とします。

1. 友の会本部は，東京都新宿区柏

木3の363ギタ ーの友社内とし，支

部との連絡及び友の会の綜合的な

運営事務を行い，友の会に関する

いろいろな御相談に応じます。

〇本部は必要によって月刊 「ギタ

ーの友」誌の愛読者の中から顧問

（若干名）を，委嘱する ことがあ

ります。

1, 支部

〇支部をつくるには，ギクー友の

会々員10名以上が集り ，支部名簿

を作って本部へお送り下さい。

〇ギク ー友の会の会員でない愛読

者が支部をつくる ときは， 10名以

上の入会希望者全員の入会申込書

と， 月刊「ギクーの友」 誌予約購

読料をま とめて，支部名簿と一し

ょに本部にお申込下さい。

〇支部名簿は，支部の名称と所在

地，支部長 1名，会員名簿会員

の氏名（フリガナ）住所（電）職

業 ・勤務先又は学校名（電）をま

とめてお書き下さい。

〇支部はお互いにギターを勉強

し，ギクーを楽 しむため， 梱奏

会，レコード・コゾサート，講習

会などを催します。このような催

物の際は，本部へお申出で下され

ば， 演奏家，講師の派遣などいろ

いろの援助をいたします。

〇支部の各種活動は，本部と密接

な連絡を とり，必ず本部の了解を

得，会の方針にはずれない活動で

なければなりません。

1. 会員の特典

〇ギクー友の会の会員は月刊 「ギ

クーの友」誌の友の会の頁に希

望，意見，お便りなどを発表する

ことが出来ます。

〇ギタ ー友の会の会貝には，お申

出でにより，有名梱奏家教授，評

論家の出張指迎の便を計 りますっ

〇ギク ー友の会の会貝は，ギタ ー

の友社サーピス七ソタ ーでのお買

物につき，規定の（サービスセソ

クーの頁参照）割引を受ける特典

があります。

バスクワル ・ロ ッチ著伊東尚生訳 ・月村嘉孝註

最新ギター奏法（タルレガ教程）
第 ：巻第2巻定価各巻 600円送料 40円

マンドリン機関紙

フレット 第5券 • 第 1 号
中野二郎先生還暦記念特価 300円(〒8円）

女宵写真楽際（ギク ー独奏・ 合奏曲）御分けしま
す。曲目表御申込下さい。 • 

女マソドリン、ギク ーに関する内外古雑誌 各戦
前）並びに文献譲り受けたし。

岐阜ギター音楽研究会
申込所 ・岐阜市梅河町1丁目6（振替名古屋 6740)

ギタ ーの友誌上広告を御利用下さい。

1 1頁 8,000円 ――頁 5,000円 ――
1 

2 4 
頁 3,000円

心ー頁 2,500円 →—頁 2, 000円 点項 1,500 円

連続掲載 3ヶ月以上6ヶ月まで 2割引，7ヶ月以上 3割引，

チラジ折込 1枚につき 1円。

愛読者の方の演奏会広告は，特別サーピスがあります。お

問合せ下さい。

＇ ギ ターの友社 (368)7 5 7 1 

海 外楽 譜•楽 器・楽 絃

◎直 翰入楽譜多数取揃えて御用命をお待ち してい ます。

名古屋市中区園井町 3の 3 （三協ピル内）

荒 井貿易株式会社



「ギターの友」添付楽譜総目次（創刊号～53号）

・※印を付したものは，別冊附録としてつけたも

のです。※印以外のものは本文綴込みになって

います。

• 第 43 号以後のものは 1 頁につき 5 円の割合で

楽譜だけでもおわけいたします。

・バッ クナンバー割引

創刊号～12号 30円

13号～24号 40円

25号～30号 50円

31号～30号 60円

40号～49号 70円

50号～52号 80円

（送料各号 8円）

30年 9月号 （創刊号）

※v. ビリアロポス

L. ミラン

練習曲 6番

，，，ミバーナ No.1 

30年10月号（第 2号） （在庫なし）

D. スカラッティ（セゴビア編）ソナタホ短調

30年11月号（第 3号）

J. ロドリゴ 小麦畑にて

A. ディアペリ（ヴァルカー運指）

前奏曲イ長調

N. コスト（ I/ ） 練習曲イ短調ロンド

30年12月号 （第 4号）

A. タンスマン

F. 、ノル

カヴァティナより

サラベンドとバルカローラ

OP. 31~4 ="-チ ュード

31年 1月号（第 5号）

アルマンドサラバンド ジグ クーラ‘ノ ト

31年 5月号（第 9号）

M. ボンセ（セゴビア編） ワルツ ニ長調

F. ヘンデル（玖島編） サラバンドと

クーラ ント

A. デ ィアベリ OP. 46 フーガ

31年 6月号（第10号）

ヴァンハル（セゴビア編） カンタービレ

ハイドン（横尾編） 牡牛のメヌエット

ジュリアーニ OP. 139~4 マエストーソ

ソ ル (OP. 25の第4楽章メヌエット）

31年 7月号（第11号）

トウリナソナクより第 2楽章 アンダンテ

カルリ ソナタ（ハ長調）

ソ Jレ OP. 5~14 

アグアド 2つのレクジョソ (12番・ 13番）

31年 8月号（第12号（（在庫僅少）

R. deビゼー（コスト編） 6つの小品

メヌエット プーレー メヌエット

サラバンド ガポット メヌエット

ジュリアーニ ソナタ・プリランテ OP.96~1 

カーノ 7つの漸進的レクション

31年 9月号 （第13号）

J.ニン ミランの主題による 6つの変奏曲

ヘンデJレ（タレガ編） コラー）レ

31年10月号（第14号） （在庫なし）

ロレティ フィナーレ

A. ムダラ（セゴビア編）

J. K. メルツ

ロマネスカ I 組曲セゴビアーナ OP. 261より

ロマンス，ホ短調

31年 2月号（第 6号）

F.M. トロバ（セゴビア編） プルガレーサ

F. ソJレ OP. 60~20 エチュード

31年 3月号 （第 7号） （在庫なし）

J. s.バ ッハ サラバンデ

M. ジュリアーニ OP.139~1と5

L． レニアーニ OP. 20~28 ヵプリチオ

31年4月号（第 8号）

L. S.ヴァイス 組曲イ長調よりガボット

R deビセ'- 4つの小品（コスト編OP.52より）

アギリエ（セゴビア編） ｛ビダリータ

トリ ステ 4番

ソル OP 60~5番 ・6番・ 1絹春・ 12番・ 16番

31年11月号（第15号） （在庫なし） ． 

ロンカリ 組曲イ短調より 4. ジグ 5, サ

ラバ‘ノド 6. パッサカリ ア

グルック（セゴピア編） バレー（オJレフェオ）

ジューマン（セゴビア編） ロマンスホ長調

ジュリアーニ ソナタプリランテ OP. 96~2 

31年12月号（第16号）

プホーJレ ファンタジア・プレベ ・サルセド



カルリ

Iジシリアーナ OP. 121~15 I 

ラルゲット OP. 241~11 

lアンダンテ・グラヂオーソ //~14

ボロネーズ //~4 

小船幸治郎 随想曲第 3番

32年 1月号（第17号）

バッ＾ （セゴピア編）ヴァイオリンソ ロ`ソナタ

1番へ3楽章ジシリアーナ

ジュリアーニ 18の漸進的レクジョ -Y OP. 51 

より 1~6

32年2月号 （第18号） （在庫なし）

ボンセ（セゴビア運指）前奏曲第 1番 ・第 2番

レニアーニ 6つのカプリチオ OP.250第1番

ドウランド・（シャイト編） ホ短調ガリアルダ

カルリ OP, 121~16 OP.211~14, 15 

32年3月号 （第19号）

ヴァンハJレ（セゴビア紐）

プホ ール

ミヌエット

練習曲第13番

ディアベリ ロンディーノ 1番・ハ長調

ドビュツシー（篠原縫） 亜麻色の髪の乙女

カルリ ロンド， 卜長調

32年 4月号 （第20号）

ロボスプラジル組曲第 3番ワルツ，チ ョーロ

リヨベト 盗賊の唄

ジュリアーニ (6つの小品） OP. 133~6 

レニアーニ (6つのカプリチオ） OP. 2~0~2 

32年 5月号（第31号） （在庫僅少）

ヘンデル（セゴビア編） Iメヌエッ ト ニ長調

. tメヌエット イ短調

レニアーニ 6つのカプリチオ OP.250~6 

バルデラバノ（プホール綱） ソネ ット．2番

ミラン( // ) 4声ファンダジア

ジュリアーニ ソナタプリランテ

OP. 6~3第1楽章

32年 6月号 （第22号）

トロ ノミ タコネオ ・クラシ コ

ジュリア ーニ ソナタプリラランテ

OP.96~3第2楽章

ディアベリ ロンデイ ーノ 3.イ短調

32年 7月号 （第23号） （在庫僅少）

ガスパル ・サンス ジーグフォリア

ロボス 練習曲第 1番（アルペヂオ）

カルリ プレリュードと小品 OP.114~1~1

32年 8月号 （第24号）

ペドレル ドニア・メンジーア

（捕われし三王女の舞曲第 2番）

カルリプレリュードと小品 OP.114~1-2,3 

ロギイ カプリチオアリアサラ バンテ

ミヌエット

コスト (4つのマーチ） OP.48-2 

32年 9月号 （第25号）

アルフレッド ・ウル タンツ

作者不明 デウチャータンツ

‘’ プーレとドープJレ

・ロ ギイ プーレ

フィッシャー ガポッ ト

ホーベ カナリエとタンツ

ハウウやマゾ タンツ

ジュリアーニ フォリアの主題による変奏曲

クレッジュマー パストラル (3重奏）

32年10月号 （第26号）

アンプロ ジウス 第 1組曲イ長調

フュルマン（前古典曲） プーレ

カルリ プレリュードとロンド OP.114~1~4

作者不明（前古典曲） 組曲イ長調

32年11月号 （第27号）

バッハ（プホー）レ編） サラバンデ

ハ ープシコ ー ドパルティータ 1番より

プラ ト 練習曲イ長調

スクリアビン（セゴビア編） OP.16~4前奏曲

セゴビア

ァソプロジウス

コードにょる前奏曲

フガー ト (3重奏曲）

コスト エチュード OP.38~6

アグアド ハ長調による 3つの練習曲

32年12月号 （第28号）

テデスコ

コスト

セゴビアの名に依るトナデ ィラ

エチ ュード OP.38~7 

カルリ プレリュードとロンド OP.114~1~5

プレリュ ードと小品 、 ～6 

33年 1月号 （第29号） （在庫なし）

ロドリゴ

ベサルデ

遠いサラバンド

カンパナモ（前古典曲）

ニューシラー タンツ(//）

カルリ 前奏曲とシシリアーナ OP.114~2~1

ムソルグスキー（玖島綱）

展覧会の絵よりビドロ (2重奏）

33年 2月号 （第30号）

，，ミツハ（スティンゲル編）リュート組曲第 1番



プレリ ュードとフーガ・ アルマソド ・ク

ーラソト

カルリ 前奏曲とワルツ OP.114~2~2

ムソルグスキー（玖島編）

展覧会の絵 プロナード (2重奏）

33年3月号 （第31号）

グラナドス（玖島編） スペイン舞曲 6番

33年 4月号 （第32号）

バッハ（スティンゲル）リュ ー ト組曲第 1番
サラバンド・ガボッ ト・ ジークとドープ）レ

33年 5月号 （第33号）

ドウラ ンド（ジャイト絹） 憂鬱のガイヤ ー）レ

38年 6月号 （第34号）

ソル 幻想曲 2番 OP.7 ハ短調よ り

ベサード（プリーム編） 4つの古代舞曲

・アリア，ガイヤー）レ， 2つのプラ｀ノル

33年 7月号 （第35号）

カ）レリ 前奏曲とロンド OP.114~2~3

ソ）レ アンダンテラ）レゴ

ケルネー）レ ジーグ

モリナロ ，，ミッサ ・メ ツオ

33年 9月号 （第37号）

※カルリ プレリュードと小品 OP.114~2~4
※ジュリアーニ エチュード OP.57~1
※スティンゲル ロ短調組曲 OP.30
※ベイス ニ短調プーレ

33年10月号 （第38号）

※カルリ プレリュードと小品 OP.114~2~5

※‘ノル 3つのスペインの民謡舞曲

ポレロ ティラーナ マンチガス

33年12月号（第39号）

※バッハ リュ ート のためのプレリュードとフ

ーガとアレグロ

※ジュ リアーニ アレグレット（へ長調）

OP.43~1 

34年 1月号（第40号）

カルリ プレリュードと小品 OP.114~2~6 

34年 2月号 （第41号）

ジュリアーニ ヘンデルの主題による変奏曲

OP.107 

フランス民謡（鈴木正之編）

34年 3月号（第42号）

メヌェッ ト

ジュリアーニ ベスレンの主題による変奏曲

OP.105 

クレメプティ（森本編） ソナチネ OP.36~~ 

34年 4• 5月号（第43号）

※ムJレジア 前奏曲とアレグロ

34年 6月号（第44号）

※バイス イ長調パルティータ15番

34年 7月号 ・（第45号）

※ラモー（アプロニス編） ，つのミヌ＝ット

クラプサン組曲 3番～ 3楽章’つのミヌエッ

ト ミヌエット（イ短調） 已プティ-の中の

2つのミヌェット ミヌエッ ト（二長調）

34年 8月号 （第46号）

※ゲラウ（プホール編）

34年 9月号 （第47号）

フォリアス

※バイス

※ベッハ

序曲ィ長調

リュート組曲第 2番ハ短調

※フレスコバルデイ（セゴビテ編）アリアと変奏

34年10• 11月号 （第48号）

※ボンセ やさしい 6つのプレルード

※ソ Jレ 3つの小品より アンダテとワルツ

※バッノ、（アプロニス編） 2つのブーレ／

※カルリ

34年 2月号 （第49号）

ロギイ（シャイト編）

序曲

組曲イ短調

ツィボリ（デ・ラマサ編）サラバンデ とジーグ

カルリ ロソドとOP.1'!,1~20

ロポス テレジナ ・デ・ヘススシ

ランダ 1番 (2重奏曲）

35年 1月号 （第50号）

※レニアーニ カプリチオ OP.20~7
※アルベニス（セゴビア編） グラナタ

※ヴァイス（ケンナルド編） ファンタジ一

※カルリ プレリュ ードと小品 OP.114~3~1
※レコ ーイル メヌエット

35年 5月号 （第51号）

※メルツ 15のレクジョン

※メルツ ハンガリア幻想曲

※シューベルト（ジュナイダー） 子守唄

※カルリ プレリュードと小品 OP.114~3~2 
※カルリ ロンド イ長調

35年 6月号 （第53号）

※ウ ル（シャイト編） アリアと人ガテーレ

※コスト 夜想曲，冥想

※コス ト 3度と6度の練習曲

35年 7• 8月号 （第53号）

※ジュリアーニ 大序曲 OP.61 



既刊主要目次

x印は全部楽譜付

創刊号 (9月号）

演奏理論講習会ノート

xピリ ァロポスの12の練習曲

小船幸次郎校閲

玖島隆朋

ギタ ー曲に見られる作曲技法(1)

ギタ ー音楽史批判

第 2号 (10月号）

演奏理論講習会より

上村晶子

玖島隆明

小船幸次郎

x作品研究 スカラッティ ーの二つのソナタ

玖島隆明

特集 カステルヌォポーテデスコ作

ギター協奏曲二長調 嘉藤俊介玖島隆明

松田一夫

楽譜解説 ピポ ・ニ・エ ネルジコ 近藤恒夫

或る対話 京本輔矩

ギター曲に見られる作曲技法(2) 上村品子

第 3号 (11月号）

x作品研究 ロドリゴ作 「小麦畑にて」

亀井多可志

特集現代ギタリスト名鑑

x演奏の手引 ディアペリのプレリュードと

＝スドのロンド 玖島隆明

ギタ ーの絃について

第 4号 (12月号）

井口次郎

x作品研究 タンスマンのカバティナ

小船幸次郎

x演奏の手引 ソルのアンダンテ 玖島隆明

阿部保夫氏の渡伊に得たもの 玖島隆明

第 5号 (1月号）

x作品研究 ムダラのロマネスカ 亀井和夫

日本ギター界から感ずるもの 千葉敏夫

x演奏の手引 メルツのロマンス 横尾幸弘

第 6号 (2月号）

x作品研究 トロバのプルガレーサ 玖島隆明

ギターの紘について(1) セゴピア

スペインの前古典の概要 京本輔矩

x演奏の手引 ソルの練習曲作品60の20

批評について

第 7号 (3月号）

亀井多可志

松田一夫

x作品研究（楽譜探付）バッハのサラバンテ

玖島隆明

（創刊号～第53号）

ギターの紘について（2) セゴビア

ギタ ーをうまくこなすには アッシャ ー

x演奏の手引 レニアーニの狂想曲 玖島隆明

第 8号 (4月号）

x作品研究 ヴァイスの組曲（イ長調）

演奏について

教授と初心者

x演奏の手引 ド・ビゼー抜幸

第 9号 (5月号）

亀井多可志

松田一夫

プレイソ

玖島隆明

x作品研究ボンセのワルツ 小船幸次郎

X新作紹介 ヘンデルのクーラソトとサラバソ

ド ． 玖島隆朋

研究室「バッハのシャコンヌ」 右藤寿和

x演奏の手引ディアベリのフーガ亀井多可志

第10号 (6月号）

x作品研究 ヴァンハルのカンターピレ

玖島隆明

対談 小船幸次郎 ・松田一夫

x牡牛のメヌェツ ト 横尾幸弘

x演奏の手引 ヂュリアーニの小品 浜村襄一

x研究室 ソJレのメヌェッ ト

奏法習得の実際 1 

第11号 (7月号）’

寺田清彦

玖島隆朋

x作品研究 トウリナのソナチネ 亀井多可志

x研究室ソルの練習曲 千葉敏生

x演奏の手引アグアドの二つの課題玖品隆明

ギタ ーの為の高忠実度再生装置について

真鍋邦俊

奏法習得の実際 2 玖島隆明

第12号 (8月号）

x作品研究 コス ト綱ド ・ピゼーの小品

玖島隆朋

x演奏の手引 ヂュリ アーニの華麗なソナ タ

作品96の 1 浜村襄一

奏法習得の実際 3 玖島隆明

第13号 (9月号）・

x作品研究 ニンのミランの主題による変奏曲

榊田洋子

連指について(1) アプロニス

座談会 日本ギタ ー作曲界を論ず

小船幸次郎他



x演奏の手引 ヘンデJレのコラーJレ 玖島隆明

奏法の習得の実際 4 

第14号 (10月号）

玖島隆明

x作品研究 ・ロレティ作セゴビアーナ組曲

玖品隆明

連指について(2) アプロニス

論喧 ギター界とギターの友誌に望むもの

座談会 日本ギター界を論ず

x演奏の手引 ソルの作品60番より

第15号 (11月号）

小船幸次郎

x作品研究 ロンカリの組曲イ短閾玖島隆明

連指について(3) アプロニス

x研究室 カルリのロン ド

奏法習得の実際 5 

真鍋重命

玖島隆明

x演奏の手引 ヂュリアーニ のソナタ 作品96

の2 浜村襄一

ロ絵写真 セゴピア他

第16号 (12月号）

x作品研究 プホル作，フ ァンタジアプレベ

玖島隆明

ギタ ー起源論 バート ニークス

エルマソ ・ハウザーの想い出 セゴビア

X新作紹介 小船幸次郎作曲嗜随想曲ミ

x演奏の手引カルリの小品 浜村襄ー

ロ絵写真 アプロニスとアニド，他

第17号 (1月号）

新年特集

x作品研究バッハのジシリアーナ 亀井多可志

アボヤンド奏法について プホ ー）レ

ジュリアン ・プリームを聴く 京本輔矩

クラジックギターとは 小船幸次郎

x演奏の手引 ヂュリアーニの漸進的課題

玖島隆朋＇

ロ絵写真 J・プリ ーム他

第18号 (2月号）

x作品研究ボンセ作プレリュード小船幸次郎

発展の為への一考 奥田紘正

トーレス（製作家） ホフマイスター

「初等音楽講座」第一講音楽のきき方（上）

松田一夫

・演奏の手引 カルリ作三つの小品 玖島隆明

ロ絵写真 イダ・プレステイ他

第19号 (3月号）

x作品研究ヴ ァンハルのメヌニット玖島隆明

X新作紹介 亜麻色の髪乙女

篠原昌平編 ・亀山寿天子運指

x演奏の手引カルリのロンド 玖島隆明

「初等音楽講座」第一講音楽のきき方（下）

松田一夫

ロ絵写其 L・ヴァルカー他

第20号 (4月号）

x作品研究 ピリア・ロボスのワルツ・チョー

ロ 亀井多可志

論壇古典音楽を身につけ よ 小船幸次郎

「初等音楽講座」第二講 演奏理論の第一歩

（上） 玖島隆明

x演奏の手引 ヂュリアーニ の易しい小品

音楽とギタ ー(l)

ロ絵写真

第21号 (6月号）

浜村襄ー

J・デュアー ト

セゴピアとロボス他

x作品研究 ヘンデルの二つのメヌェット

玖島隆朋

x演奏の手引 ジュリアーニのソナタ・プリラ

ンテ作品 6の3(1) 浜村襄一

「初等音楽講座」 演奏理論の第一歩 （中）

玖島隆朋

ロ絵写真 ハウザーニ世他

第22号 (6月号）

x作品研究 トロパのタコネオクラジカ

玖島隆明

x演奏の手引(//）ジュアーニの ソナタプリラ

ンテ作品96の3 C 2) 浜村襄ー

「初等音楽講座」 演奏理論の第一歩（下）

ギターと私 (1)

ギタ ーの製作過程

ロ絵写真

第23号 (7月号）

玖島隆明

A・セ ゴピア

河野緊

リョベート他

x作品研究 ガスパー・ サンスのフォーリア

小船幸次郎

x演奏の手引 カルリのギタ ー教本作品 114番

紹介と第 1巻第 1番 玖島隆明

ギターと私 (2)

ロ絵写真

第24号 (8月号）

A・セゴピア

セゴピア•他

x作品研究 カルロス ・ペドレルのドニア ・メ



ン、シーア 亀井多可志

x演奏の手引 カルリの教本（作品 114)の第

1巻よ り2番と 3番 玖島隆朋

初等音楽講座流行歌をめぐって玖島たづ子

ギタ ーと私 (3) A ・セゴピア

ギターの誕生 (1) E•V ・リッジ

私は日本の現状をこう見る 玖島隆明

器付楽陪 ナポVオヽノ ・コ スト作，マーチ第

2番（作品48の2)

噂 写真 ，・ テデスコ他

第25号 (9月号）

x作品研究 アJレフ vッド ・ウJレのタヽ ノッ

玖島隆明

x演奏の手引 ジュリアーニのフォリアの主題

による変奏曲 浜村襄一

「初等音楽講座」 ギターの正しい調絃法

右手正しい位置

独学者のために

小船幸次郎

M ・アプロニス

京本輔矩

映画に於けるセゴピアの印象記

ロ絵写真 マヌエJレ・クベ ト他

第26号 (10月号）

x作品研究 アンプ ロジウスの組曲第 1番

玖島隆明

x演奏の手引作者不明のイ長調組曲浜村襄一

ステ ージの教訓と失敗談

第 1巻第 4番

ロ絵写真

第27号 (11月号）

奥田紘正

プホル夫妻他

x作品研究バッハのサラパ ンデ 玖島隆明

x演奏の手引 コストの練習曲作品38の6

ジュネープ印象記

ロ絵写真

第28号 (12月号）

浜村襄一

M・クベ ト

若き日のプホル他

x作品研究 テデスコ作セゴピアの名によるト

ナディ Jレラ 小船幸次郎

x演奏の手引 カルリ教本第 1巻より， 臼番と

6番 玖島隆明

ギタ ーの誕生 (5) E・V・リ ッヂ

右手 正しい弾き方 M・アプロニス

ロ絵写真 プラ トと アニ ード他

第29号 C1月号）

x作品研究 ロドリゴの遠いサラパンデ

x演奏の手引 カルリの教本作品 114番第 2巻

の 1 玖島隆朋

ギタ、一とその歴史日 E・フホル・

ゴヤとギタ ー E・フェントソ

ベルリソ ・フイルハ歪ニ ーに学ぷもの

中野二郎

プラトのギター辞典より，舞曲解説集 (Aの

．部）

ロ絵写真 カーJレ・シャイト他

第20号 (2月号）

x作品研究 バッハのリュ ート組曲第 1番

玖島隆朋

ギタ ーとその歴史白 E・プホル

舞曲解説集（プラ トのギター辞典より）

ロ絵写其 古典絵画，他

第31号 (3月号）

対談ギター音楽を語る遠山一行・ 松田一夫

レコードによる音楽の歴史（I) 小船幸次郎

ギター音楽入門（I) 玖島隆明

Vコード演奏評 松田一夫

ジュリア、ノ ・プリ ーム小伝

x探付楽陪解説 グラナドス作曲スペイン舞曲

第 6番

第32号 (4月号）

対談 ギターの作曲あれこれ

間宮芳生 ・玖島隆明

レコードによる音楽歴史(2)

楽器のえらぴ方

ギタ ーとその歴史

小船幸次郎

玖島隆明

石山豊次

x探付音譜解説 パッハのリュ ート組曲第 1番

より

第33号 (5月号）

座談会 ギター製作者にきく

河野翌 ・中出阪蔵 、峯沢泰三

研究生たちに

山内広志君を悼む

E・プホル

中川信隆

x赤付楽諮解説 ダウラソドのガイヤ ール

第34号 (6月号）

クラシックギタ ー製作法 A•P ・ シャ ープ

盛んなギタ ーの 6月新陪 松田一夫

テンポ 玖島隆明

教室訪問 奥田紘正，大沼幹彦

x蔀付楽譜解説四つの古代舞曲

Xレコードに探る(1)



ジュリア ソ・プリーム編

2幻想曲より）

舞曲解説集 CFの部）

第35号 (7月号）

座談会 ギター界の話逗

ソルのラルゴ（第

玖島隆朋

安逹右ー ・京本輔矩 ・玖島隆明

・小船幸次郎 ・永田哲夫

x和声学を中心とした演奏の実習 浜村襄一

XI/コードに探る(2)

ソ）レ作曲，アソダ、ノテ・ラルゴ 玖島隆明

第36号 (8月号）

ギタ ー名曲特集，全36頁楽譜

第37号 (9月号）

座談会苦節十年を語る

大沢絆小原二郎奥田紘正

ギター音楽功労者表彰発表

試聴室最近のギター新譜から

京本輔矩玖島隆明

国際ギタリスト会議

舞曲解説集 (Gの部）

第38号 (10月号）

x和声学を中心と した演奏の実習 浜村襄一

演奏者のための和声学（1) 玖島隆明

感想 中野二郎

舞曲解説集 CJの部）

第39号 (12月号）

座談会渡欧を前に 高橋功中野二郎

小船幸次郎玖島隆明

演奏者のための和声学：2) 玖島隆明

音楽の歴史 小船幸次郎

合成繊維によるギター絃 塚本茂

舞曲解説集 (J.Lの部）

第40号 (1月号）

座談会女流大いに語る

小船照子寸山静江亀山寿天子

演奏者のための和声学(3)

x和声学を中心にした演奏の実習

E・プホルの原著による，

合理的ギター学習法 1 

音楽の歴史

みちくさ半生記け

舞曲解説集 (N• Rの部）

第41号 (2月号）

座談会楽諮よもやま話

玖島隆明

浜村襄一

石山翌次

小船幸次郎

中野二郎

中野二郎玖島明隆京本輔矩

プホル教本によるギターの合理的学習法 2 

石山豊次

Xアレンジ教室 メヌエット（フラ、ノス民謡）

鈴木正之編

演奏者のための和声学（4) 玖島隆明

ギターアカデミー発足の経緯について

小船幸次郎

みちくさ半生記⇔ 中野二郎

ギター合奏と私 玖島隆明

舞曲解説集 CR・S • T • U • Vの部）

第42号 (3月号）

清志のギター

年少門下生指導の実際

加藤操を育て入

ギターの合理的学習法 3 

演奏者のための和声学(5)

荘村正人

奥田紘正

田村敏雄

石山豊次

玖島隆明

Xアレ‘ノジ教室 クレメンティのソナチネ

みちくさ半生記国 中野二郎

対談芸術のゆくえ小船幸次郎玖島明隆

舞曲解説集

添付楽陪解説 ジュリアーニ作変奏曲 op21 

の 1 亀井多可志

第43号 (4 • 5月号）セゴビア特集

セゴピアの事

セゴピアの思出

セゴビア先生を迎えて

ド・ビゼーの短調組曲

遠山一行

永田哲夫

阿部保夫

田村敏雄

ラモーのメヌットとバッハのガポット

玖島隆明

A・スカラッティのガポットと D・スカラッ

ティの二つのソナタ 奥田紘正

セゴピアの演奏しているソルのグランドソロ

と主題と変奏曲 小船幸次郎

メンデルスゾーンのロマンスとカンツォネッ

タとタレガの練習曲イ長調 亀井多可志

アルペニスのセビリアと朱色の塔

グラナドスのスペイン舞曲 ・玖島隆朋

トロバのソナチネと性格的作品集 京本輔矩

テデスコ のギター協奏曲二長調のメモ

小船幸次郎

セゴピア小伝

みちくさ半生記同 中野二郎

プホル教本による合理的学習法 4 石山豊次



音を測る CJ:)

Xアレンヂ教室

第44号 (6月号）

セゴピア 遠山一行

セゴビアを讃える A・ビリ ャシェロス

プホル教本による合理的学習法 5 石山豊次

演奏者のための和声学（6) 玖島隆明

みちくさ半生記国 ｀ 中野二郎

真鍋重命

玖島隆明

ギター小史

音を測る（下）

ギターなんでも相談室

セゴピアこぽれ話

Xバイスのパルティ ータ15番

第45号 (7月号）

対談ーセゴピアから一

その演奏を通して 京本輔矩 ・玖島隆明

七ゴピアをめぐって 小船幸次郎 ・遠山一行

岡田峻

真鍋重命

奥田紘正

亀井多可志

セゴピア会見記 玖島たづ子

ホセフィナ ・ロプレド ・グVコの素描

石山豊次

タッチの改訂 玖島隆朋

みちくさ半生記因 中野二郎

ギターなんでも相談室 奥田紘正

教室訪問 永田哲夫 ・中川信隆

Xラモーの六つのメヌ＝ ット

第46号 (8月号）

亀井多可志

座談会関西ギターグループと語る

Jレイゼ ・ワルカーの素描

左手和声の進行練習

演奏者のための和声学(7)

合理的学習法 6 

みちくさ半生記心

ギターなんでも相談室

教室訪問

Xゲウラのフォリア

第47号 (9月号）

x九州コンクール課題曲ラグリ マ 玖島隆明

合理的学習法 7 石山既次

みちくさ半生記四 中野二郎

マニストロ ・セゴアについて 岡田峻

演奏者のための和声学(8) 玖島隆朋

ギターなんでも相談室 奥田紘正

第48号 (10• 11月号）

石山豊次

松田二郎

玖島隆朋

石山豊次

中野二郎

奥田紘正

縄田政次 ・横尾幸弘

亀井多可志

転機に立つ東京ギタ ーアカデミ ー

テソボの妥当性

ギタ ーの合理的学習法 8 

演奏者のための和声学(9)

みちくさ半生記⑳

二）レミーニオ ・サリ ーナスについて 岡田峻

完全終止時代にもの申す

第49号 (12月号）

ピラ ・ロボスに会う A・セゴピア

フランシスコ ・タレガ研究 石山翌次

プンドレス ・セゴピアリサイタル（レコード

紹介） 京本輔矩 ・玖島隆朋

ギターの合理的学習法 9 

ギターなんでも相談室

第50号 (1月号）

34年度ギターの友新人演奏会受買者発表

新人演奏会の感想 中野二郎

新しい時代の到来 小船幸次郎

選後短評 玖島隆朋

新人演奏会を聴いて 京本輔矩

フランシスコ ・タレガ研究 石山豊次

演奏者のための和声学(10) 玖島隆明

日本のギター楽壇 写真と略歴特集

第51号 (5月号）

ヨハン ・カスパル ・メ ルツの生涯

演奏者のための和声学(11)

ギタ ーなんでも相談室

ギターの合理的学習法 10 

ギター初等教室 左手の基礎け

玖島たづ子

玖島隆明

石山幾次

玖島隆朋

中野二郎

石山豊次

奥田紘正

浜田健嗣

玖島隆明

石山翌次

深谷英雄

I ― 

ギターの友第 58号

定価 150円 （送料30)
前金予約半年 900円

1年 1,800円
（予約購読は本社へ

直接御申込の万に限ります）

昭和 37年 5月 25日印刷

昭和 37年 6月 1日 発行

編稟者
発行者玖島 た づ子

発行所 ギターの友社
東京都新宿区柏木3ノ363
電 話 (368)7 5 7 I番

振符東京 98085番

印 刷 所 信 栄 社 印 刷 所
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ペルコナ絃 曹編酎◎

peしueonz
cuerdas para Gl/JTARRA 

かけてすぐ切れた

ピッチが狂つて困る

まき線がスいて畜が1z(tる

安っぼいガサツな奮で厭だ

などとは雷われたくないと

息つて作った絃です 闘瓢畠雇馴Ill
nylonへ°ルコナ 5A
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後藤楽絃研究所



ナルバエス作品集~.,l 

皇帝の唄

クラロス伯

豆牛の群れを見張れ咋による変曲

・＇・
1-,',

ギターの友第 58号添付楽譜



Cancion del Emperador 
Csobre,,Mi11e Regretz" de Josquinl 
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Transcription de 

EMILIO PUJOL 

'cONDE CLAROS 
VINGT-DEUX DIFERENCIASM 

Anime (J = J) 

Luys de NARVAEZ 
(1538) 

3ee~ C名閃；ぎ＃＃Fr --」| -̂ 」| ^--． 」| ；.l 」| ，」」』寸‘』JJ 」|| 
Variation 1 ~ f r-r r 

□戸戸戸翫m|．叫叫炉II

戸→/[JJ」」|」口J」|」口J」'口叫心

.“9ロ］］三；信［汽門□9和
Var. 4 

炉m“:ロ戸三」・―「1ば喜こ1:」;rrl
<•) Oiferencia est・!'equivalent en es)lagnol ancien de Variation 



-r 
闘囀了枷

Var. 6 
了 鱈 =-＿ー」｀』

r r-／ r r 

§“"n“•Var「'Ur1•JJJJ-4I I r;庁-：：□9：一§羹

§vt,JJJ]-1戸戸亭如二叫叫

t99＃＃且． JJごJ|i ；」1J賛rItr.!」|JJ-〗IIn| 」」-」」 II
戸r--rr 

Var. 9 

•、；［平“;f ；屁亨亨［憂」］亨
Var. 10 



パE ＾̀ 1戸冒〗、」 1（い心只」． lI
Var.11 

§牙什三n＿・ I-」 戸戸乃叫詞

§“mぢ；喜14~ぇ聾“臼[:9—辺|ムrJ.J戸四mil
(6)-----

(5)----

Var. 13 

．、パ竺戸予三l戸汽だt廿JII
Var. 14 

り戸戸戸亡I--m「--m||lりしrj喜砂』

辟 r戸9戸ご叫四叫』「り臼』「」JF」」 II
r p 

Var. 16 
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Diferencias sobre,,Guardame las vacas" 

Tiempo medio 
3~ en Fa# 

§u ... V. ］ J > -々］； 1 : - -］ : ; [ ；0 ; :^ :-`； -| ＃響^・ペ V;-；和r = 
p 3”(I~L p戸 p f 

mami 
i~m....!,m, _ ; 

2 

| 41 lm  lli吋：完召-!!1_i 

Luys -de Narvaez 
1538 
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AUGUSTINE 
cuerdas para guitarra 

strings for guitar ~ 
如

Mad~ in U. S. A. 1n 

ALBERT AUGUSTINE LTD ~ 
New York City "’ 2 

CopyritM 19り7by Alb●"  ^ ugu1tin● ltd. ぃo

TOCA0A,.OR LOS CR..4NDES M..4ESTROS● 

Today Segoviヽ Says:

For the hヽi,d心 e,1”riie bヽo“' hヽe

’'AUCUSTINE"'‘””g9,”°””°‘‘°'ecomme叫
hヽem,imee ihei9q“‘1、lieJヽrealゃtdywell proッe”
叫ヽ eJヽヽbliJhed‘”4、.‘”°“ldbe“JeleJJ Ior meヽo

‘”‘°Jeed”四 9ncem；ッeJ,”‘hemi叫IOf hヽe
が‘rchヽJerJ-b“‘morderio h仰 eヽhe“tiJI“‘‘9°”
oi co”/9.”””gヽhe‘”‘jpro加 gヽmijsヽicSp‘”'．Jh ”゚"erb,"Fine cloth、”5“e.thecheJヽ；1sold." 
Cf'espiヽe hヽe,ヽtherdiscreet炒 blicitythat Mr. 

A“糾 JIi”chヽJI.“““’”Iヽッorof his strings,ヽhey
、rewe/J・わo切,,ヽ P炉ecヽ9、tedヽ叫1011gh1for byヽhe

moJ‘’”tel/igem g“”‘”.JiJ oiヽheworld叫 OJヽrong-
Jy pre/erヽhemo"”‘”‘.miiヽtion,包heヽherloyヽl
09 diJloyヽI.Thi1 i1 hヽeッictoryof mヽJie990"” 

i””‘”“deヽ 叫'‘'“‘ho"C9/r““d. 

C
R
E
A
T
 

． 

セ

ォ

コ

ナ

ピ

一

アメ

イ

ア

ガ

ロ

が推奨する

リ カ製

ス
ン

チ

絃

ン

① •.．．．．．．．．..．．．．．． 130 円

② •.．．．．．．．．．．．．．．．． 150 円

③ •.．．．．．．．．．．．．．．．． 160 円

④............. ;.... 200円

⑤ •................. 220円

⑥ •................. 240円

取次阪売

純 銀 巻

④ •.．．．．．．．．．．．．．．．． 450 円

⑤ •.．．．．..．．．．．．．．．． 550 円

@.................. 650円

ギターの友 社

東京都新宿区柏木3~363
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