


断 然 好 評

高級手エギター
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，中出版蔵，中出六太郎，黒沢常三郎の自作

品を責任をもってお収次いたして居ります。

◇現金正価 と同 じ値 段で す

月睛だから泊』し、のだろう ？モノが悪いん じゃないか？…………い入え，い Lえ，現

全伍l::t文の易合と全然変 らぬ条件で……というのがいさらか自慢なのです。

◇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

受収っ 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 1，てお貿上げになれます。

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 ヰニ‘ターの友社
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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

辻戸：：：：
黒．茶二色あり，ピラミッド型も調製いたします。

取次販売・ギターの友社

5,000円

4,000円

3,500円

2,000円



ギタ ーの友59号目次

リュートとリュートタプラチュア，•こついて………
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添付楽譜

アルフレッド・ウル小品集

カルリ教本より
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リュートと

リュート・タブラチュア

について

小林孝次郎 ・訳

(2) 

E • Hunt が シ ヨッ ト から出 し た R• ダウ

ラン ドのリュ ート・ レッスンズ（原本は1610

年版）の前文に， リュートタプラチュアの解

読法が出ていたのを訳して御紹介します。 15

•6 世紀に全盛をぎわめたリュ ー ト音楽が残

した数多くの音楽的迫産は，すべてリュ ート

タプラチュアで記されています。プホール，

シャイト等によってギターに移された名曲の

数々もリュートタプラチュアを解読して，五

線記譜法に移したものであることは，既に御

承知の通りです。で， リュートタプラチュア

はこのようにしてむかれているのだというこ

とを知って脱くことも，決して無駄ではない

と思います。

ただし，ここで御紹介するのは，いわゆる

フランス式リュートタプラチュアであり，こ

の他に，フレットを数字で表したイタリア

（スペイン）式リュートタプラチュア，絃を

表す横線を用いずに数字で開放絃を表してこ

れに代えたドイツ式リュートタプラチュアも

存在しました。又，ルイス ・ミランはイタリ

ア（スペイン）式を用いて記譜しています

が，一般に最上部の横線が最低絃を，最下部

の線が最高絃を表すのと反対に，最上部の線

は最高絃を、最下部の線が最低絃を現すとい

う方法をとっています。

しかし，いずれにしても左手で押える絃とフ

レットの位匠を記号で害き表したという点で

は全く同じことであります。

訳文の最後にリュートレッスンズの中から

ー曲載せました。五線譜に古きかえて，ギタ

ーで弾いて見るのも又一興かと思います。

東洋から ヨー ロッパヘ，そしてイギリスヘ渡

って来たリュ ート は，十六，七世紀に，その形

状に関しては一応の完成を見た。うすい木片の

端をにかわではりあわせて作って，樅の木で出

来た平らな前面を持った梨形の本体が，ある長

さのほそい腸弦を持ったフ レットつきの平らな

広いネックと栓板をささえている。背面を作っ

ているこれらの木片は非常にうまくお互にささ

えあっていて，弦の張力とつり合っているの



で，ほんのちょっとした割れ目が入っても， リ

ーュトの型をこわしてしまう。リュートの発

展段階においては栓板は二種類の型を取ってい

る。第一の型は栓板がネックとほとんど直角を

なして傾いているもの，第二の型は，栓板はネ

ックのそのままの延長でほんの少し曲っている

だけのものである。後者は，指でおさえる弦よ

りも長い低音弦をとりつける為の第二のネック

と栓板を持った theorboに発達した。

これは archlute とか chittarone とか呼ば

れる。リュートは最初は撥を使い旋律的に弾か

れていたが指で弾くようになってからは和声的

な楽器となり，対位旋律を織りまぜてゆくのを

まねる事が出来る楽器となった。その微妙なひ

ぴきは，その音楽の上品さと芸術的技巧を表現

する事を可能ならしめたので詩人に寵愛され

た。リュートと共に他の楽器，あるいは歌が，

組合わされた。

リュートと歌の組み合わせは力づよい民謡な

どではなく，むしろ優雅な恋の歌であって，ぁ

る時は俗うけのする粋な歌であったりある時は

感動的な歌であったりしたが，常に技巧的で，

ひかえ目であった。このひかえ目な事の為にリ

ュート独奏曲を作曲しようとする者は自分でそ

の楽器を研究し，巧妙にしかも精神を集中して

作曲する事になりその結果ダウラ‘／ドとその同

輩の時代に天才を栄えさせたのであった。

音楽家達は一般にこれらの音楽のすばらしい

追産を正当に価値づけようとはしなかったが，

それというのも，それが， リュート演奏家の為

にタプラチュアで書かれていたからであり，そ

れをわざわざだれにも理解出来る普通の楽譜に

翻訳しようという者が，ほとんど居なかったか

らである。そのありさまは丁度，すべてのマド

リガルが，ただ単純に “tonic-sol-fa'' で表記

されていたかのようである。鍵翌楽器の為に翻

訳された楽譜がこの音楽をもっと広い範囲の音

楽家に伝えるのに役立つと同時に，この原本の

複写が，音楽研究家にとっては remmusicol-

ogicam を，そして，増大しつつあるリュート

演奏家にとっては音楽を提供する事を希望す

る。

リュートの為の音楽は，おさえるべき弦とフ

レットの位置とその音楽のリズムの型を記した

実際的な表記法であるタプラチュアで書かれて

いる。ダウランドの時代の古典的なリュートは

次のように調律された 6本の絃（その内最高の

をのぞき他はすべて複弦）を持っている。

至 墨
これらの絃はすべてフレットのある指板の上

にあっ．てタプラチュアでは 6本の線で表わされ

る。ネックの上にあるフレットはタプラチュア

では夫々の線の上に害かれた文字で表わされ

る。

日」
主＃ ℃ 

aは開放絃を表わす。

bは半音高い第一フレッ トを表わす。

C は全音高い第ニフレットを表わす。

dは短三度高い第三フレットを表わす。

以下同じように e,f, g, h, i, k という順に行

く，これらの絃の他に，組になって調律されて

いて，全音階的に最低の Gまで下ってゆく低音

絃が加えられる事がありその本数はまちまちで

ある。

この低音絃は指板のそばにあって開放絃とし

て弾かれフレットでおさえられる事はない。こ

れらの組はふつうオククープの間隔になってい

る。

(3) 



::四喜jt「J-f 飼
タプラチュアでは次のように表わされる。
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a 'a a, 

これらの低音絃の代りに Dに調絃された第7

番目の弦が，指板の上につけられることがあ

る。これは指でおさえる事が出来てそのフレッ

トの位置はタプラチュアの一番下の線の下に示

される。ダウランドの作品ではこの両方共が使

われている。リズムの型は楽譜の上に次のよう

な記号で害かれる。
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下に何も 音を表わす文字が無い時これらの記

号は休む長さを表わす，タプラチュアの主な欠

点は ，二 声あるいはそれ以上の声部が出て来

て，しかもそれらが， リズム的には独立に動く

ような曲の場合，ある音がどれだけの長さかと

いう事が，他の音がそれに続いて弾かれてしま

うとわからなくなってしまう事である。例えば

手

トト． t

＂」

は次の内どちらを意味しているのかわからな

仇声詞

しかし，ほとんどのリュート音楽は構造的に

は，対位法的であって，すぐれた演奏家は各声

部毎に害かれた持続的な効果をそれぞれに与え

．る事が出来る。タプラチュアにはある音が， ．ど

の絃で弾かれるかが，はっきり害かれているか

ら，もし演奏家が作曲家の意図に従うつもりな

らタプラチュアは必要欠くべからざるものであ

る。更にタプラチュアのこの特長は，ある曲が

musica-ficsa を適用する事が出来ない普通の

楽譜で害かれている時それをチェックするのに

役に立つダウランドの時代のいくつかの写本や

それ以後のトーマス ・メイスの Musick'sMo-

nument (1676) などで使われている装飾音の

略記法はダウランドは使っていない。もっとも

それはこれに必要な活字がなかったからなのだ

が。

(4) 
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見たまま・ 聞いたまま・ 感じたまま

大 西 博 愛

スペインで勉学中の筆者が，友人高木孝氏にあてた一年間の私信の中から，二人

の諒解をえて他の人にも興味のありそうな部分を抜いて載せた。

若い一人の留学生の目と耳に映じたものの中には，大方の参考になることも多~v‘
のではないかと思う。 （編集部）

手紙受取りました。見たいテレビも見ずに毎

日練習に励んでいるとのこと，先ず最初にその

気持を持たなければいけないこと。しかしそれ

が無駄な結果に終らないように，合理的な練習

方法を見付け出すことですね。

松田さん（松田二朗氏）と毎晩ギターのこと

について話合っています。今までと違ったいい

ことだなと思う意見をききます。

ジョンの演奏を聴き，見ていますと，かる＜

弾いています。練習しているところを見まして

も，少しでも出そこないの音が出ると，その箇

所を何回も何回もやり， 音楽的にも技術的にも

完全に弾けるようになるまでやってし臼ます。先

便にも=ゆっくりと何回も弾く：：：：と書きました

が，それはただゆっくりだけじゃなく，指の動

きをよく注意 しながら，むだな動作がないよう

音のむらがないよう，勿論音色にも気をくばる

こと。右手の動きにも，あらゆることに気をつ

けながら， ‘ゆっくりと，そしてだんだん普通の

テンボにして行きます。

サンチャゴは， 9月に入ると急に涼しくなり

夜などは冬服を着ないと寒い位です。東京は如

何ですか，まだ残暑の候でしょうね。僕は， 2 

3日前から腹をこわしまして大弱り，それがど

うやら治ったと思ったら今度は風邪をひき，今

も鼻をツーツーならしております。持参の薬で

少しは良くなりましたが，ふんだりけったりで

す。シェナでも大変面白い事がありましたが，

こちらへ来てからは，毎日愉快な事ばかりで

す。皆，いい人ばかりで面白く，よく遊ぴます

が，よく練習します。

僕達は， とうていまねが出来ません。体力が

あります。ギターを手にすると何でもすぐ弾き

ます。沢山，曲を覚えています。難かしい練習

曲などかる＜弾きこなしてしまいます。そして

又，楽しい事の一つは，時々晩に， ジョン ・ウ

イリアムス，ホセ・ルイス， ホセ・トーマス，ォ

スカー ・ギリア， （通称ティティー，イタリー

人）たちが，教会の広場で，ギターの競演をや

ります。ちょっとした野外コンサートです。一

人が，ソルのエチュードを弾き出すと，他の者-

が，自分勝手に伴奏し出します。それがきれい

に調和しているのです。

勿論，即興です。又，バッハのプーレ，とド

ープルを，一人がプーレ，他の一人がドープル

を同時に弾き，二重奏です。最後までぴったり

と合います。一人ずつ得意の曲を弾いたり，聴

衆の拍手にこたえ，何時までも続きます。人は

すぐに集まります。こんな場所でもめったにミ

スはしません。 1番確実なのは，ジョン，音の

きれいなのは，ルイス（これはセゴピアの音よ

りもきれいと皆がいっているくらいです）。 今

日も，こんな事をききました。セゴビアに，き

れいな音を出すにはどうしたらよいかと，アメ

(6) 



リカから来た人が尋ねたら，セゴビアは，それ

ならホセ・ルイスに聞けといったそ うです。と

Jこ角，こんた事があるだけでも刺激になり，又，

勉強にもなります。

ホセ・ルイスにレッスンを受けましたが，最

初は美しい音を出すことから始まります。僕が

ビプラートをかけ ると，ビプラートをかけると

誰で もきれいな音が出せる。ピプラートをかけ

ないで美 しい音を出さなければだめだ。そして

ソルのエチュードを順番にやっていくことにな

りましたが，彼らは覚える のが早いら しく，こ

れを明日の朝までに覚えて来いといって，二曲

提出されました。一曲しか覚えられませんでし

た。 彼は，僕の音はきれいだといってくれまし

たへ又，今日 (5日）セゴピアのレ ッスンをう

けましたが，セゴピアも君の音はきれいだとい

ってくれましたが， 左手が悪く （力が入ってい

るんですね）もっと左手が確実に押えられるよ

う練習をしろ， といわれました。

これは自分でもよくわかっています。前に，

細い音だと書きましたが，誤解しないで下さ

い。透明な音といった方がいいですね， といっ

てもそれがどんな音か？，高木さんは，わかっ

ていると思います。今，貴方が求めている音で

す。いや，もう，その音を出して弾いているか

も知れません。僕は今，右手， 左手共に，力を

抜く事に注意をはらっています。そして，左手

（殊に）のテクニックをやしなう事。

(9月i2日）

9月19日，サンチャゴでお手紙を受取りまし

た。

レッスンの方は先便で大体のことを書きまし

たが，今のところ技術的な事だけを注意されま

す。例えば右手は全々動かしてはならない。静

止したままで弾く。これが完全に修得出来たあ

とは，その人，その人のくせ（例えばセゴビア

は和音を弾いた後；上方へ引きますね）で少し

ぐらいは動いても良いと思いますが， • 最初は全

(7) 

々動かさないこと。それの一番いい例は，ジョ

ン・ウイリアムスです。彼の演奏している時の

右手の動きは全く少ないです。

僕は左手が大分悪る＜，自分でもよくわかり

ます。動きがスムーズでないんですね。それに

肩から首，顔に力が入り，高木さんもよく 御存

知の如く， 顔面神経痛のようになります。こ の

点はやはり駄目だといわれました。もっともっ

と楽に，笑いながらでも弾けるようにと。左手

に力が入るため，右手にまで影響をあたえてい

ます。今そのことに気を配り乍ら，朝は10時半

頃から 2時半頃まで，音階，アルペジオをやり

昼食が 3時～4時の間，それか ら昼寝を 1時間

位して，ソルのエチュードを 1番から順にやっ

ています。ソルが終ったら多分コストのエチュ

ードをやると思います。アルペジオ練習として

ジュリアーニ の 120の型（右手の）があります

ね。京本さんの基礎技巧に載っています。それ

をやるようにいわれています。

とにかく，又最初にかえり，一つ一つやらな

ければなりません。ゆっくりと近道を通ってい

きます。こちらのパリバリ弾く連中でも，朝ギ

ターを持ったらかならず音階（ゆっくりと）ア

ルペジオ，スラーの練習をやります。これを毎

日毎日繰返し，今日のようにうまくなっている

んだと思います。それから，数多くの特に難し

い練習曲をやること。これをやってあるから．

新しい曲をやるにしても，あとは覚えるだけで

すぐに弾けるんです。全く羨しいですよ。焦ら

ず焦らず。お互いにゆっくりと，早くうまくな

るように，練習，練習。日本で30オ位になると

駄目になる人が多いのは，練習をしないからで

す。こちらでは30オ位じゃこれからという所で

す。生活していく為には教えなければならない

これはスペインでも同じです。しかし，えらい

先生にはならず，皆，生徒のように，生徒と一

緒に練習しています。腰を落付けてしまわない

ように。

この為には第一に身体を大事にすることで

す。なんだかお説教めいて来ましたが，自分に

言い聞かせているんですからしかし， ：：：：その

通りだ：：：：と思うでしょう。



技術練習としては，今のところ，やはり音階

とアルペジオと，僕の最っとも不得手なスラー

の練習をしています。ホセ・ルイスが，マドリ

ーヘ行ってから，やらなければならない事を，

少しいってくれました。それは先ず，音階（セ

ゴビアの音階 im•mi•ma •am •ia•ai•imam と

7通り） 2調 全部通 して，毎日少なくとも，一

時間はやる事。アルペジオは，アグア「ジュ

・リアーニ， とセゴピア（これは松田さんが，ギ

ターの友に載せた分）その次には，ソルのエチ

ュード，コスト，その間，いろいろな音階，ア

ルペジオの含んだ難しい練習曲等，それから，

いろいろな作曲家の曲を弾かしてくれるそうで

す。大体のことしか聞いていませんので，マド

リーヘ行きましたら詳しくお知 らせ します。

音階練習のやり方，これも，ホセ・ルイスか

ら教わりました。まず，両手共，手首の力を抜

く事，そして，右手について第一関節に力を入

れる（という事は，第一関節に神経を通わすと

いう事）勿論，第二関節の力は抜く。少々難か

しいですが，力を抜き（手の）そして，指のカ

をつける事，僕は，セゴビアの音を聴き弱い音

できれいな音を出すよう，それで音階練習をし

ていました。そしたら，ルイスは，もっと強く

弾け fで弾け，ゆっくりと，きれいな音で（こ

れは，セゴビアがレコードで時々，遠くへとん

で行きそうなあの音，以前話合った事があると

思いますが，あの音で）ビプラートは，かけな

い（これは，ビプラートをつけると，誰れでも

きれいな音が出せるというのです）で，これを

くり返します。

勿論，ップをそろえて音を出すといっても，

音がつぷれたり，ひっかいたりしてはいけない

な，第三関節は， 完全に絃に押され，反る。そ

れを何回かやっているうちに指先が，絃にふれ

る感触がわかり， （ちょっとおかしい文章だけ

れどわかりますね？） 指先が絃にぴったりと

つき，心持よく弾け ます。そしたら，少しずつ

速度を早めて行き，フォルティッシモで自分の

出せる最高の速度で弾いてみて下さい。うまく

弾けますよ，すごく気持ちがいいですよ，次に

は mP位で弾き，そして Pで弾きます。 Pで
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弾いた時，音のつぶがそろいきれいな音で，•

自分でもおどろく程の早さで弾けます。そして

あまり調子にのりすぎ，うまく弾けなくなった

ら，又，最初からやり直します。

僕は今，この方法で毎日くり返しておりま

す。そして，セゴビアのレッスンは聴くぱかり。

うまい人のを聴いている方がより吸収出来るよ

うに思います。左手は，高木さんのやっている

方法でいいです。今から思うと，よく高木さん

と議論し合ったが，高木さんの方が，大分，こ

ちらで皆がやっている方法に近いです。又，普

段ギターを持たない時でも指を広げる練習はや

るべきです。なるべくよく広がるように。そし

て，爪を大切にするよう。細かいヤスリ（ペー

バー）で仕上げ，最後にバフ（バフだっ たね）

で，ツルツルに磨がきます。

マドリーに良いヤスリ（ペーパー）を売って

いるそうですので，買って送ってあげます。ヶ

ズリ方は，ヤスリを動かし，指は動かしませ

ん。そして，爪を，初め鋼鉄のヤスリで磨き，

その次にペーパーで爪の頭を丸くします。次に

爪の内側を磨き，最後にバフで。

和音を押える練習もいいと思います。これも

やはり，最初はゆっくり練習します。各指が無

理なく移動していく，注意しなければならない

ことは，絃を押えるという意識よりある和音か

らある和音に移る場合，初めの和音の形から次

の形に変る，その指の形を絃の上にのせる一勿

論のせるといっても力（押える）は要ります。

相当，訓練して力をつけなければなりません。

（但し，指先にだけ手首の力は抜いて）そのよ

うな意識をもってでない と，僕みたいに身体全

体を動かさないと押えられないようになり，要

らぬ所に力が入り，テクニックに大きな支障を

あたえます。音階を弾く場合も， 1の指をす-

て移動する時，すばやく移るのではなくゆらく

りとなめらかに移ります。我々は，ツーツーと

早く移る練習をしましたが，それは，音のむら

を作り，そのしゅん間 1の指に力が入ります。

これはいけない事です。初心者に教える場合も

初めはテンボがおくれてもよいから，確実に音

を出してからゆっくりと次の音に移るように教



えなければなりません。

アルペジオは今，ソルのエチュードから17番

（モデラート）をやっています。これは以上の

ようなやり方で音階練習のあとでやると，楽に

弾けるように思います。それよりも，セゴピア

のアルペジオを右指をいろいろ変えて練習する

といいでしょう。その形に応じて，アクセント

の場所（音）も変えます。スラーの練習は，今

半音階でやってます。全部アボヤンドです。

大体今，僕のやっている事を書きましたが， ま

だ説明不充分でわかりにくいところがあると思

いますが，又，手紙で質問して下さい。マドリ

一行へきましたら，又，新しい事を書いて送り

ます。

ホセ ・ルイスが僕にいってます。 「一日に 6

時間～ 7時間は練習しろと，そしたら君は，来

年には，すばらしく上手になる。」これはわか

らないとしても，彼らは，よく練習します。だ

らだらした錬習は悪影響。集中して，誰かがい

ってました， 「さわっているだけじゃだめだ」

ってC

高木さんのいうように，周囲に圧倒され，自

分を見失うといけません。その点は大丈夫。僕

は前にも害きましたが， ，じっくりと，二年でも

三年でも腰を落付けてやっていこうと思ってい

ます。又，彼らにほれ込んでしまうとゴらばた

もえくぽ咋のように：：：：あばた：：：：が自分にうつっ

てしまいます。 「よく観察し，批判しながら自

分を高めていく」孝ちゃんいい事をいうね。

(9月16日）

孝さんからの手紙を読み返しながら，一つ，

一つ僕の感じたこと，意見などを書いて行くこ

とにし ます。

愛好会例会での失敗，何故か？ この事は孝

さん自身，充分わかっている事だろうと思いま

す。僕がバルセローナヘ行きました時，タレガ

の息子 （御子息）に タレガについていろいろ伺
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いましたが，その中の二，三を書きます。

彼は常に人々から愛されていた，彼は，多く

の演奏会を持ったが，いつも曲の半ばまでいぐ

と，聴衆は，彼の音楽に感動し，すごい拍手の

為，演奏が中断され，同じ曲を何回も最初から

弾かなければならなかった。又，ある夜，彼は

自分の子ども（話し手）のために，夜中の三時

頃迄かかつて作曲していた。そして，その曲を

魂をこめて子どもの為に弾いていた，それが子

どもに通じたのか，ニオであった自分はベッド

から出て，その音の聴える方へと音楽にひきつ

けられながら歩いて行った。その曲がアルボラ

ーダ。

又，ある日，一人の男が，タレガに向い合っ

て椅子に腰かけ，彼の演奏を聴いていた。その

男は床の上へばったりと体を伏せてしまった。

タレガが，気がついて，その男を起そうとした

が既に永遠の眠りに入っていた。という話。

彼がいおうとしている事が，この話から伺え

るでしょう。彼は，自分の胸を両手でおさえな

がら，第一番に精神，魂である，と強調してい

ました。玖島先生から先日手紙が来ましたが，

高木さんに僕からの手紙を見せてもらったと害

いてありました。そして， 「大西君は，音とメ

カニスモスに一生懸命になっているようです

が，音楽を聴きとることに努力してほしいと思

っています。」と書いてありました。高木さん

への手紙を読むといかにもその通り音とメカニ

スモスだけに走っているように見えますが，決

してそうではありません。より以上に音楽を聴

きとる事に努力しているつもりですr そして，

それを文章にする事はとっても難しい為，つい

技術の事だけになってしまいます。音楽はやは

り耳からでないと，下手な文章で僕が書くよ

り，日本で，外来演奏家の演奏を聴くとか， レ

コードを聴いて勉強する方が， まだよいのでは

ないかと思いますので。

音楽が第一番です。それを高める事に努力し

なければならない。それを表現する為には高い

テクニックを修得しなければならない。そのテ

クニックを修得する為には，ある程度のメカニ

スモスは必要であると思いますが・・・・・・。例えば



コチコチの固い両手で音楽を表現しようと思っ

ても，自分の持っている音楽を半分も表現出来

ない場合，やはり始めに，両手の力を抜く事，

スムーズに指が動くように，少しば音楽を忘れ

てその練習をしなければならないと僕は思うの

ですが。僕達は演奏家を志してい、るのです。

手紙を受取った日 (9日）の晩，あるギタリ

ストのコンチェルトの会がありました。曲目 は

例のピバルデイとテデスコ。それはすごい演奏

でした。日本でもこの様な演奏は無いと思いま

す。というより ，今までに聴いたことが無いと

いった方がいいですね。スペインにこんなのが

居るのかと呆れてしまいました。すごいシンゾ

ウの持主です。笑いが止らない位です。音楽は

勿論技術もくそもあったものじゃありませ

ん。所が，その人のいうには，自分はセゴビア

よりもきれいな音を持っているとか。大沢さん

（留学中のギタリスト大沢絆氏のこと）には，

一度日本へ呼んでくれといっていたそうです。

今夜 (10日） ，友人のホセ ・ルイス ・ロドリ

ゴ（まだ20オですが）の演奏会に行って来まし

た。彼の演奏はとっ ても素直な演奏です。技術

は相当ありますが，少し魅力に欠けています。

だけど，いい感覚を持っています。まだまだ延

ぴる可能性が充分あり，人間的にもいい人で

す。

このように，スペインにもビンからキ リまで

いま す。

(12月12日）

先便で書き忘れた事を少し書きます。

現在高木さんは，技術，音楽，ステージを結

ぶ練習方法について，いろいろと考えていると

ありましたが，そのことについて。

演奏家にとってそれが一番難しいことです。

ホセ・ルイス氏も大変むずかしいことだといっ

ています。先日，彼の演奏会があ とました。い

い演奏をしていましたが，やはり第一部では大

分アガっていたとみえて，少しあわてたり， ミ
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スったりしてました。家で弾いている時とは違

います。

演奏会の後でいろいろ話し合った内で，彼が

高木さんの悩んでいるそのことについて話しま

したので•••… •

先ず一番に，音楽に熱中すること。何も他の

事は考えない。自分独りになる。音楽だけにな

る。 これは非常に難しいことです）その為の

．練習 として，上記の事を常に考えて，いつでも

人の前で弾く。誰かが弾いて聴かせてくれとい

ったら，よかろうが，悪かろうが，錬習不足で

あろうが，そんな事は考えずに弾く。派奏の場

があれば，どんな所であろうが進んで弾くよう

につとめる。 ：：：：だから君も，ギターを持って来

て，何か弾けといったら，練習してないからな

んていわずに，直ぐ弾け／，と彼は僕にいってい

ます。

自分一人，家で弾く時はよく弾けます。音楽

に熱中することも出来ます。ところが人前に出

るとだめです。いろんな考えなくてもよい事ま

で考え，アガリ，手はふるえ，うわずってしま

います。ですから，人の前で弾く練習を数多く

やることです。

その他，彼が心がけていることは，演奏会の

前日あたりから，コーヒーは飲まない。タバコ

も少な目にする（やめるにこした事はありませ

んが）。 アガった時，手がふるえないよう，等

我々と同じような事をなやみ，それに対するい

ろいろな方法を考えています。

高木さん，いかがですか？……

次に，アルペジオ練習の一つの方法を．

始めに2.30分プリッジの近くにハンカチかな

にかをはさんで（夜よく，高木さんが消音する

ためにやっていたように）， ゆっくりと，つぷ

を揃え，少し強目に，勿論手は動かさないよう

注意しながら弾きます。その後，ハンカチをは

ずし， 普通の状態で弾いてみて下さい。

結果はいかがですか後程知らせて下さい。

とにかく自分のペースを忘れず，あせらずに

Poco a Poco。僕は今，ソルの作品 9主題と変



奏を練習し始めました。

(12月22日）

便り途切れておりますが，いかがおすごしで

すか。高木さんの事だから，こっそり猛練習を

やっているんだろうと想像しています。

セゴビアの青年時代の話を聞いたのを二，三

きます．

彼は若い時どん底の生活をしていたそうで

す。お金を得るため，食べるために，酒場でギ

ターを弾き，ある演奏会では，お金は貰えずお

金の代りにサラミを一箱もらい，これだけを食

ペてすごしたという話。

彼はいつも汚れてくたぴれた，つぎの当った

服を着ていた。ある演奏会では，そのままの姿

で首にはネクタイはなく，ネッカチーフを巻き

足台が無いために足を組んで演奏したので，彼

のポロ靴の底に大きな穴があいているのが客か

ら見えたという話。

セゴピアもこの様な苦労をして来て，現在に

至っているのです。

苦，楽，喜ぴ，悲しみ， と荒波にもまれ，そ

れを身をもって体験している人こそ，人に感激

を与える演奏が出来るのだと思います。

さて，僕は，ホセルイス氏の郷里アルコイヘ

行き，クリスマス，お正月と充分遊んで来まし

た。

ホセ・ルイス氏の知人，医者，画家その他の

金持の音楽マニアの家へ招待されては，そこで

ホセ・ルイス氏と二人でギターを弾き，日本に

は無い楽しい雰囲気の中ですごした事，アルコ

イの放送局で15分程録音をとったこと（ソルの

エチュード 3曲，ソナタ15番，タレガのプレリ

ュード 2番と 5番）。

ホセ・ルイス氏はとに角どんな所でも良いか

ら人前で弾く練習をしろというので，機会があ

れば練習してあろうがなかろうが， どんどん弾

きました。しかし，その時の心構えとして，ぃ
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つも音楽に没頭すること，何も考えず音楽のこ

とだけ。技術の事も考えてはならない。・.ステー

ジヘの良い練習になりま した。

マドリヘ帰ってきて，今新しい曲としてボン

セのプレリュードを練習しています。古いもの

としては ミランのパバーナ。易しいものぱかり

で一つのプログラムを作ろうと思って。

(2月2日）

高木さんの質問にお答えします。

まず指の爪について。これは各々人によって

異りますが，僕はミ指の線にそろえる：：：：ように

しています。親指は肉の部分と爪とが同時に絃

に当る時一番良い音が出るようです。親指で全

絃（コード）を弾く時は肉部だけで，全々爪は

触れません。爪が触れるとにごった音になりま

す。最終的には各人によって，指の長さ，爪の

質，形が異りますので，ホセ ・ルイ ス氏は，

「そんなことにはこだわらず，自分がよい音だ

と思ったら，その手の形，指の形，爪の形で弾

け，セゴピア，イエペス， ジョン，自分，皆そ

れぞれ異った手を持っており，異った手の形，指

の形，爪の長さで弾いている」といっています。

先ず一番には，良い音を聴き，それを自分で探

し出すことだと思います。基本的には，自分の

手に合った自然な形であること。爪はよく磨く

こと。デコボコの爪では良い音は出せません゜

次に技巧錬習（初歩）について，

我々は最初，開放絃で右手の練習が終るとす

ぐ，左手で 1,2, 3, 4の指を全部一度に弾 く

練習をしますね。例えば 9フレットを 1の指で

押えて順に 2,3, 4, 3, 2, 1と半音階を弾き

ます。が，これは初歩者にとってまだ難しすぎ

ます。 ホセ・ルイス氏は，初め右指の練習が終

ると，左指の 1と2だけで 1フレット，或は 5

フレット（どこでもかまいません）を二つの指

がスムースに動くよう，そして確実に音が出る

よう弾き， （2この指が押えた時， 1の指は絃



から離れる）、その次は 2の指と 3の指， 3と4

1と3, 2と4という様に各指の動きがよくな

るように，これを初めにやってから，次は 1,

2., 3 ~ 3本の指で同じように，次に1,2, 3, 

4と各絃で糾習 します。次は， 2本の指だけで

絃を渡って行く練習，そしてセゴビアの音階，

を順々にと，半音階。スラーの練習はもっとも

っと後です。

セーハの練習はあまりやらないこと。少し弾

き，疲れる前に止めて，他の練習をして，又少

しという様に， 絶対にセーハだけを長く練習 し

ないこと。疲れて指の関節が少しおかしくなっ

た，なんて事はかえってマイナスです。

教本の方も，アグアド， ジュリアーニ，何ん

でも結構ですが，もっとも易しいものから，順

に（急に難しくなったりしないように）根気よ

くやる事です。うまくなろうと思えば，何んで

あろうと，順に，根気よくやらなければいけな

いと思いま す。 (5月24日）
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一生奏 40 祝賀 第一生命ホール
演会

イルマ ・コスタ 九段会館ホール
ンソ独奏会

” ” 
米田昌弘独奏会

玖島隆明独奏会文化会館小ホール
，， 

毎（大日阪国際）サロン

中野二奏郎氏還歴 日本相互ホール
祝賀演会

諒井上吉欣也・北島
ジョイン ト 丸ノ内ホール

リサイタル



語辞典

アゴーギク Agogik〔独〕
ゴーギクがロマン主義とともに作曲

緩急法と訳される。音楽の 1要素 上の問題に移され，作曲家が微妙な
リーマンがはじめた用語。音楽演奏

速度の変化を厳密に譜面上に規定し
に生き生きとした表現を与えるため ようとしたことである。これは演奏
の速度のわずかな増減。普通，アゴ の一回的 ・個別的独創性を阻害する
ーギクはディナーミクと平行する。

と同的に，楽曲への過度の恣意的ア
すなわち音力の増大は加速度的であ ・ コーギクの適用が，音楽形式の本質
り，音力の減少は減速的である。勿

に危機をもたらすこととなった。

目すべきは，演奏上の問題であるア

論特殊な炊果をうるためにクレッシ

ェンドとアラルガンド，ディミヌエ

ンドとアッチェレランドを組み合わ

せることもある。速度の微妙な変化 アダー ジョadagio〔伊〕

は，小節動機の上拍などの細部のみ ①ゆっくりした，ゆるやかな。大．

でなく，ソナタ形式の展開部から再 よそアンダンテとラールゴの間。②

現部への移行や，終結部などの大き 交響曲，室内楽曲等の第 2楽章を示

な部分にも見られ，演奏に一回的具 すこともある。 adagisimo非常にゆ

体性と生気を与える。 っくりした (adagioの最上級） ③ 

音楽史的にみれば，たとえば中世 パレー用語。ゆるやかな動きをもち

のグレゴリオ聖歌の演奏は少なから パレリーナが片足で立っている時，

ずアゴーギクに重点を置くのに反し 見事な平衡と優雅な曲線美とをみせ

ポリフォニ一時代にはがいしてアゴ るように仕組まれたパとボーズの連

ーギクは抑制された。アゴーギクが 続をいう。即ち，舞姫が男性舞踊家

演奏上にも作曲上にも真に重要な意 に支えられて，ゆるい音楽（多くの

味を持つようになったのは，ベート 場合ワルツ）につれて踊る踊りを意

ながら踊る曲芸的ダンスをいう。

アタッカ attacca〔伊〕

休みをおかず，後続の部分にすぐ

入れ。 attaccasubito, attaccate su-

bito直ちに（休みなく）次の部分に

はいるように。 （直ちに始めよ）。

アタック attack〔英〕，

attaque〔仏〕， Einsatz〔独〕

音の出はじめの状態をあらわす語

アクセントと平行することもあるが

一般には，音が突如として出ること

をアタックがあるという。

①金管の場合 ：歌口に舌をあて肺で

空気の圧力を加え，突如舌をどけて

空気を急速に送りこむことにより生

ずる音の出だし。木管にも同じこと

があてはまる。②絃の場合：弓にカ

を入れ絃に圧力を加えた後弓を急速

に動かして出た音。③声楽の場合：

唇 ・舌 ・歯 ・咽喉でせぎとめていた

ーヴェン以後，とくにロマン派音楽 味する。ヨーロッパではフランス語 空気の急激な流出によって出る音。

においてである。しかし後期ロマン のアダージュ adage が用語として 金管でいうアタックは，歌では子音

派の演奏のほとんど気ままに近いテ 一般的である。またこのほか，ミュ である。ただし母音にも同様なァク

ンボ ・ルバートの反動として，現代 ージック ・ホールのアクロパット ・ ックをつけることができる。

音楽は即物的，機械的な律動を中心 ダンスを指す場合もある。男が女を

とする傾向に向った。もうひとつ注 かつぎあげたり，ふりまわしたりし

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 ⑧ 160円 ④ 200円 ⑤ 220円 ⑥ 240円
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今月の楽譜

アルフレッド・ウル小品集

アルフレッド・ウルの名を見たの

は，そ う新 しいことではない。

ショ ット版のセゴビアエディショ

ンにも GA149にアルフレッド ・ウ

ルの近作のソナタが出されている。

もっともこの曲は，出版になったの

かどうか不明であるが，私の問合せ

た所では絶版になっているとい うこ

とで，未だ見た事はないし，ヨーロ

ッパ方面でも演奏された記録もない

ようであるから，恐らくまだ出版に

なってはいないのであろう。

ことのついでに書く と，ショット

版などはまだ良い方で， Max Esc-

ihg版のカタログなどは，未出版の

ものが多く，私などどれが既刊なの

か判らなくなってしまっている。

ウルの作品に始めて私が接し得た

のは今から約 8,9年位も前の事で

敗戦後数年を経た昭和24年頃の事で

ある。当時敗戦後のあわただしい世

相が漸く平静に帰りつつあった頃と

は言え，物のない頃とて五線紙の節

約のために今はとても見るに忍ぴな

い程音符を少さく写譜した楽譜を見

ると，暑いさ中にその仕事を手伝っ

て呉れた生徒ざん方や，原爆で焼け

た屋根瓦を荘いたかたむいたままの

広島の我家などが想い起される。そ

の作品は，ウルの若い頃の作品で，

ヴァイオリンとヴィオラとギターの

・ための三重奏曲であった。

実はこの作品については，確か昭

和12,3年頃の旧 ：：：仙台アルモニア：：：

誌に解説されていた記憶があるが，

当時室内楽に興味を持っていたので

何の気もな しにこの譜面を仙台の沢

ロさんから借りて，音符に接して始

めて作者のユニークな手法に注目し

た次第であった。

由来私は，馬鹿の一つ党えのよう

に， ドイツの作曲界での彼の存在が

気になっていたのであるが， どうも

あまりパーッとした事もなかったら

しいのである。

ウィーン楽壇における重要な作曲

家達を紹介したものの中にもウルの

名を見つけることは出来なかった。

それは彼がギタ ー関係の作曲にだけ~

止まっているからとも思われない。

ギタ一方面の著作も，この曲の入一

っている10曲の小品集以外に民謡を

ギターを含む室内楽に編集 したもの

があるだけである。ということは，

ウルは作曲家として水準以下なのだ

ろうかということであるが，彼の作

曲の技術は決してそれ程低いもので

はない。むしろ器用過ぎる感じがす

る。

ウルの作風は技法的には印象派風

で，現在のウィーンの新鋭作曲家~

が12音技法による作品で新しい話題~

を蒔いているようなものから比べる

と，むしろ古い形の作曲家である。

その古さも，この10の小品集から見

る所では何か以前にそれに似たもの

を書いた作曲者を連想させるような

ものがあってあまり好感が持てな

い。このタンツを，作者の名を伏せ

て演奏してごらんなさい。少し解る

人なら先ずトロ バの作品でしよう と

言うに決っている。それ程誰か に

似る，或は似てしまうことは，作者

玖 島 隆 明著

ギク 一基礎技巧教本

（増補 改訂版）
円
円

0

0

 

5
4
 

3
 

価
料

定
送

しばらく品切れで御迷惑をおかけしました。新 しく 16頁が増補され。プホールの

教本内容やロボスのエチェ ー ド等が権威ある著者の手で脚光を浴びて居ります。学

習者携座右の書としておそなえ下さい。

発行所塁塁 好 楽 社 （東京都千代田区神田三崎町 1の8)
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として非常に不幸であると同時に， 念のためその10曲の名前だけ紹介

作者自体の才能の行きなやみを感ぜ しておきましょう。

ざるを得ない。 バガテル（二長調）出拍子 モデラ

ただ，こういう不利な状勢に在り ート（本誌52号添付）

ながらも，作者が非常に大真面目に アリア（イ短調） ％拍子 コン・モ

作品と取組む勇気を持っていること 卜（本誌52号添付）

と，不惑の年にともなれば，それら マーチ（調号はないが大体イ長調）

が自然に解決されて行くのではない 出拍子 アレグレット・スケルツァ

かと言うこと．更に大いに望みを持 ンド

たせてくれるのは，彼が作曲者とし ドゥデルザーク＝下手な演奏の意で

ての技法と才能をかなり豊かに持っ あろう（＊長調） ％拍子 トランキ

ていることと，何よりもギターをよ ロ

く知っていて，ギターに作曲するこ カプリチォ（＊短調）％テンボ・ヂ

とに喜ぴを感じてい七くれることで ェスト＝テンポを崩さずにの意

あろう。 出版の都合で，以上 5曲が第 1巻

この小品集の中の数曲は，ルイズ になっている。

ヴァルカー女史によって度々演奏会 プレリェード（卜長調）出拍子 ウ

で奏かれているということである ン・ボコ ・アニ・マート

が，聴衆を魅惑しうる何かを，勿論 ノッテュルノ＝夜曲（二長調） ％拍

ポビュラーなものを含めて，持って 子 コン・モト・エ・カンタービレ

いるという事は絶対である。作者に • アッサイ

ついて詳しい文献がないので，例に トレパック＝ロシア舞踊（イ長請）

よって主観的な私見ーーでないつも 佑拍子 ヴィヴォ •コ ン ・ プリオ

りだが一ーを述べるに止めた。 マリンコニア＝悲愁（＊短調）出拍

x
 

x
 

x
 

子 レント ・アッサイ

タンツ（本記第25号掲載）

以上第 2巻

となっている。

この曲集は，在ウィーンの著名な． 
ギタリスト，カール ・シャイトに献

じられていて，運指はそのシャイ ト

教授のつけたものである。

運指法の表示に面白いものがあ

り，小さな斜線で示される左手のポ

ジションの上下の移動の記号はなか

なか有炊なものと言える。

(25号作品研究ー一玖島隆明

--＇ょり再録）

●巨匠セゴビア，ジョン ・ウィリ アムスの期待 ● 国際ギターコ ンクール入買に輝く ● 躍動する驚異の技巧

松田二朗ギターリ サ イ タ ル

曲目

ソナタホ短調 スカルラッテイ

グラン•ゾロ ゾ ル

ソナタ・クラシカ ボンセ

グラナダ，アストリアス ・ アルベニス

その他

9 月 12•13日（水•木）文化会館小ホール

午後7時

会員券 ¥ 3 5 o. 
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I レコード紹介 1

デッカがセゴピアのレコードを 5

枚出した。 （既版のものを規格を変

へて出したものも含めているが。）

それから，古いファンにはなつか

しいオヤングレンのものも 1枚出て

いる。

JDL-6507（モノラル） 30'LP

ソルとタレガの作品集

ソルの作品

(1)序奏とアレグロ (2)イ長調とホ長調

の2つのメヌエット (3)練習曲イ長

調， 卜長調，口短調， イ長調

タレガの作品集

(1)華閤なる練習曲(2)マリエータ（マ

ズルカ） （3）前奏曲第五番(4)前奏曲第

二番(6)マリーア（ガポット） （6)卜調

のマズルカ(7)アデリータ（マズル

カ） （3）アラピア風綺想曲(9)アルハン

プラの思い出

アンドレス ・セゴピア

（ギクー）

JDL-6508（モノラル） 30'LP

アンドレス・セゴピアの

iギター独奏

ANDRES SEGOVIA= 

GUITAR SOLOS 

第一集 アルペーニスと

i グラナドスの作品

＆）グラナダ（セレナータ） （アルペ

とニス） （2)トナデイーリヤ（ゴヤの
I 
女） （グラナドス） （3）スペイン舞曲

第10番（グラナドス） （4）あかい塔

：（アルペーニス） （5）スペイン舞曲第

5番（グラナードス） （6）セビーリア

（アルペーニス）

第二集ギター独奏会

(1) 3つのパパーナ(2)カンツオーとサ

ルタレロ(3)プルガレーサとアルパー

ダ（トローバ） （4）アラーダ（トロー

パ） （5) 2つのカタルーニャの歌

(a)エル ・ノイ ・デ ・ラ・マーレ

(b)エル ・テスタメ：ノト ・デ・アメ

リヤ(6'）モロ風舞曲とメヌエット（タ

レーガ） （7）エントラーダとジーガ

（ピーゼー） （8プレーエとメヌエッ

ト（ピーゼー）

アンドレスセゴビア（ギター）

JDL-6506（モノラル） 30'LP

アンドレス・セゴピア

(1)南の協奏曲（ボンセ） （a）アレグ

レット (b)アンダンテ (c)アレグロ

・モデラート ・エ・フエステイーポ

(2)ある貴紳のための幻想曲（ロドリ

ゴ） （a)ビリヤー (b)リチェルカー

レ (c)ラ・エスパニヨレータ (d)ダ

ンサ ・デ ・ラス ・アチャス (e)カナ

ーリオ

アンドレス・セゴビア（ギター）

エンリケ・ホルダ指揮

シンフォニー ・オ プ ・ジ・エアー

SDL-15003（ステレオ）

フンドレス・セゴピア・

ギターの三世紀

(1)プレリュードとアレグロ（ムル

シア） （2）練習曲第1番ハ長調（ソル）

(3)練習曲第 9番イ短調（ソル） （4）ポ

ッケリーニに捧げるソナタ（テデス

コ） （5）ファンダンゴ（ロドリゴ） （6) 

パッサカリア（ロンカリ） （7) ジグ

(16) 

(Jヽ）（8）ガポット(")(9諌習曲第

20番ハ長調（ソル） (10)2つのメヌエ

ット（ ")(ll)スペイン舞曲第10（グ

ラナドス）

アンドレス ・七ゴピア（ギター）

SCL-15005（ステレオ） 30'LP

JDL-6504（モノラル） 30'LP

アンドレス・セゴピア

(1)ギターと管弦楽のための協奏曲イ

長調（ポッケリーニ～カサド編）

(2)組曲第 3番イ長調（バッハ～デュ

アート編） a.プレリュード b.アレ

マンデ， c.クーランテ， d.サラパン

デ， e.プーレ， f.ジグ

アンドレス ・セゴピア（ギター）

エンリケ ・ホルダ指揮，シン＇會

ニー ・オプ ・ジ・エアー

JDL-6505（モノラル） 30ILP 

スペインのポートレイト

(1)バパーナ（ミラン） （2）牛を見張れ

（ナルバエス） （3）カナーリオス（サ

ンス） ，4バサカリア(")(5)ロンド

（フェ・ルランディレ） （6）アレグロ -

（ゾル） （7）メヌエット (9I)アラピ

ア風綺想曲（タレガ）

(I)アルアンプラの想出（タレガ） （2) 

港のざわめき（アルペニス） （3）スペ

イン舞曲第 6番（グラナドス） （4）ダ

ンサ ・インファンティル（シレラ）

(5)サバテアード （")(6) ファンダン•

ギリヨ（トロバ） （7）エル・ピート

（マサ）

フリオ・マルチネス ・オヤングレン



... 

▲ 

にし・ひがし

中野二郎氏還歴祝賀濱奏会

中野二郎氏の還歴を祝して，門下

生有志，その他中野氏ゆかりの人々

によって，記念演奏会が開かれた。

4月22日（岐阜市公会堂） 5月20日

（名古屋市公会堂），曲目はすべて中

野氏の作品の中から選ばれ，中野氏

も自らマンドリン合奏の指揮をとら

れた。尚，上記の演奏会はいずれも

マンドリン合奏を主にしたものであ

ったが，秋には東京で阿部．奥田，

京本，玖島，横尾の諸氏により中野

氏のギター曲のみによる記念演奏会

が開かれることになっている。

松田二郎氏帰国リサイタル

二年間の留学生活を終えて 5月帰

国した松田二朗氏は， 8月26日，大

阪毎日＊とールでリサイタルを開い

た。曲目は，

I 四つの小品（プレリュード，フ

ィオーレ・ピアンカ

バッサカリア，サル

タレロ）

．．．．．．．．．．．．．．・ガリレィ

＇ぐッサカリア ·……… •• ロンカリ

主題と変奏…………ナルバエス

ソナタ， ホ短調・・・・・・

,… •••D ・ スカラッティ

プレリュ ード，シシリアー，

ガポョト ……•••J . s.パッハ

メヌエッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラモー

グラン ・ソロ ・・・・・・・・・・…..・・・ ソル

II ソナタ・クラシカ……•••ポンセ

ワルツ・・・・・・・・・・・・・..…プラームス

ガポット．パバーナ……タレガ

ドピッシー讃歌……••ファリア

グラナダ……………アルベニス

アストリアス•…·・ ・・・・・・ " 

尚，同じ曲目により， 9月12• 13 

(17) 

の両日，束京上野の文化会館小ホー

ルでリサイタルを開く。

大沢絆氏9月帰国

スペインに留学中の大沢絆氏は．

今年はシェナのセゴビアのレッスン

受講をやめて，デラマサの夏季特別

レッスンに参加， 9月下旬終了後帰

国の予定とのことである。

大西博愛氏スペインでリ サイタル

同じくスペインに留学中の大西博

愛氏は， 6月28日，アルコイ（スペ

イン）でリサイタルを開いた。新聞

にも批評が載りなかなか好評だった

ようである。曲目は下記。

1 序曲・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・カルリ

2つのパパーナ…………ミラ ン

ガポット…•••A ・ スカラッティ'

2つのエチュード…………‘ノル

ゾナタ op15 …•..…•........ II 

主題と変奏 op9…………… II

lI カタロニア民歌……リ ョペート

6 つのプレリュード…••ポンセ

エチュードとプレリュード

．．．．．．．．．．．．．．．．・・ロポス

プレアンプロとオリペラス

．．．．．．．．．．．．．．．．．・トロ ノ＜

アストリアス………アルペニス

アニド女史再び来演

アルゼンチンの女流ギタリスト，

マリア・ルイサ ・アニド女史が明年

1月再ぴ来日する。女史は54年春に

来日したが，主催者側とのゴタゴタ

のために，予定半ばで突然に帰国し

てしまい，当時新聞種にもなったり

したこともあり ，束京以外の地方の

人はその演奏に接することが出来

ず，大変残念がられたものである。

今回は，先の主催者には一切タッ

チさせないという条件つきで，約一

ヶ月滞在の予定であるという。

▼ 

▼ 



おたよ り

前略過日「ギターの友」を御送り

下さいまして，厚く御礼申し上げま

す。長期間，休刊のようで，この道

の仕事の苦労もいかばかりかと，拝

察申し上げます。久しぷりの雑誌を

手にし，勇気百倍，今後おおいにが

んばりたいと思いま す。

ところで，貴社の「ギター友の会」

に入会したいと思いますので， 「入

会申込み書」を是非送って下さい。

もう 59号も発刊されることと思い，

待ちどおしくてなりません。雑誌の

内容についてですが， 、この係の人達

も大へんでしょうが'.ギターの奏法

とか，中央のギター曲集， レコード

等の紹介も誌上でやっていただたき

い。隔月でもいいですか ら，もっと

内容を充実，豊富にしてもらいたい

ものです。無理な注文をいってしま

いました悪しからず。右よろと御願

いまで。

新屋敷広

前略 ギターの友社の北海道支部全 任上，大いに面目をほどこすべく頑

員で発足した北海道ギター芸術友の 張っている次第です。今後ともよろ

会も今年であしかけ三年になりまし しくお願い致します。

たが，おかげながら今や北海道の強 鈴木一夫

力なギターの団体として年々活発な

演奏活動を続けております。もう既 前略先日はギターの友有難う御座

に地方公演8回，定期公演3回を終 居ました。国際ギタリスト会議の記

ヘ，この八月当市で，第4回定期演 事は大変興味深く読まして頂きまし

奏会を迎えます。 た，小生も名古屋市公会堂での記念

北海道も春以来，国際ギタリストコ 演奏会で聞きましたが，あまりにも

ングレスの影響もあってか，大変な 期待はずれでした。私共はギターの

ギターのコンサートプームで，今月 好きな者数名集って合奏したりギタ

27日には，会員の伊藤亜子さんが， ーを始めたばかりの人の練習のお手

アメリカのモントレイ大学へ留学す 伝いをしたりして居りますが，あま

る記念リサイタルをもちますし来月 りギターの演奏会に行ったことがあ

下旬は，人見徹氏が来道して札幌在 りませんので記念演奏会のあと，一

住の大塚房喜氏とジョイントコンサ 流のギタリストでこんなものかとい

ートを もつとかの噂もあります。 ささか落胆致しておりましたが貴誌

九月に入りますと，北海道ギター芸 を読んで何か先が明る＜希望がわい

術友の会の旭川支部が，合奏だけの て来ました。これからも大いに練習

プログラムでこれ又演奏会。下旬の にはげもうと思います。 しばらくギ

帯広市と釧路市へ演奏旅行に出かけ ターの友も止めておりましたが，こ

ます。幹部会員の菱川，千葉，稲川 の機会に又購読致したいと思います

早坂氏はじめ一同大張切りです。 のでよろしくお願致します。 草々

僕も今回の定期演奏会は．地元の責 鈴木 匡

アルゼンチン国芸術金賞にかがやく ． 
ィルマ・コスタンソギター独奏会

1月 8日（月） Aプロ・ 12日（金） Bプロ 九段会館ホール

会員券 700円 500円 350円 （指定席）前売各プレーガイド

24オの若さで世界屈指の演奏家にのし上ったイルマを私達は無言で迎えるが，その素晴らしい演奏に

接し，必ず感激の言葉を彼女に呈するであろう。

プログラム： 8日 変奏曲 Op9 （ソル） アルハンプラの想出 （タレガ） ソナチネ（ガスコン）

その他 15曲

12日 アンダンテ ・ラルゴー（ソル） ソナチネ（トロパ） チョーロ（ロポス）

他 15曲'

主催 日本ギタリスト連合 後援アルゼンチン大使館東京ギターアカデミー

ギターの友社

(18) 
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・ほんだな

音豪入門

．． 鰭井 三郎著

弘文堂版（アテネ文庫）

A6•版 77頁 30円

んでみよう。（いや，どうしても読ん ョバン一ーを選ぴ出して，その人達

で貰わなくては困る）という人も沢 の生きた時代の思想的なバックを探

山ある筈である。その人達に，この りながらその業績が持つ音楽的意義

小冊子を御紹介することにした。わ を明らかにしようと試みている。

ずか70頁余りの文庫本で，タバコー 初心者のための本というと，とか

箱にも当らぬ安い本であるが，それ く，妙に程度を下げたペタベクした

から得られるものは，読み手次第で 甘ったるさを売物にした物が多い

いくらでも大きく深くなるだろう。 が，平易にさらっと書きなが しなが

91 音楽入門と題された本は沢山あ それだけの内容を十分に持っている

lる。 音楽入門 と題されていなくて 頁数の都合もあって， 18世紀から

：も，内容的には同様な本も多数く書 19世紀前半までの音楽の流れの中

ら，本質を誤たず捕えているのは，

さすがに立派なものといえよう。

西洋音楽の全体的な知識を正しく

iiかれている。それ等の本のどれかー で，いろいろの意味でそれぞれの頂 知ろうとするためには，先ず最初に

・・つ位は， 殆どの人が一~音楽愛好家 点を作った10人の音楽家達， ーーパ 手にして大いに益のある本であり，

と自称す る程の人ならー~一度は手 ッハ，ヘンデル，ハイドン，モーツ 読み終ると，更にもっと深く知り た

にしたことがあることと思う。だ アルト，ペートーペン，シューペル いという欲望を起させてくれる本だ

が，これから初めてそういう本を読 卜，ウエーパー，ペルリオーズ，シ ともいえる。 （晶）

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. 余員

C)）i刊「ギク ーの友」 誌の愛読者

で，移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

し、。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。

〇月刊「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 900円（送料を含む）

1年 1.800円 (II)

入会金および会代はいりません。

〇会員である期間は「ギクーの

友予約購説期間中とします。

1. 友の会本部は，束京都新宿区柏

木3の363ギクーの友社内とし，支

部との可絡―rび友の会の綜合的な

ごら事務を行い，友の会に関する

いろいろなに相談に応じます。

〇本部は必要によって月刊 「ギク

ーの友」誌の愛説者の中から顧問

（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因

と，月刊「ギターの友」誌予約購

院料をま 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，会員名簿会貝

の氏名（フリガナ）住所（電）戟

業 ・勤務先又は学校名（電）をま

とめてお因き下さい。

〇支部はお互いにギクーを勉強

し，ギクーを楽しむため，祖奏

(19)`  

会，レコ ード・コ ンサート， 講習

会などを催します。このような催

牝のmは，本部へお申出で下され

ば，浪奏家，講師の派逍などいろ

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 ー友の会の仝目は月刊 「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，お巾

出でにより，有名荻奏家教授，詳

藍家の出張指郡の便を計ります。

〇ギクー友の会の会貝は，ギクー

の友社サーピス七ソクーでのお買

珈こつき，規定の（サービ・ス七 ゾ

クーの頁参照）割引を受け 、，特典

があります。



1番 外絃 I

暑さしのぎに雑誌をひっくり返し

ていたら．文芸朝日 8月号の藤原弘

達氏の， 「円満バカ，平凡バカ，民

主バカ」なるいとも皮肉なる一文が

目についた。

平凡に勉学し，平凡に就職し，平

凡に恋愛し，平凡に結婚し， ETC. 

……とにかく，平凡で，円満で，達

観している：：若年寄：：：みたいな平凡

バカ。

そのためにすべてを賭けて惜しく

ないような公的目椋を持たず，仕事

といっても最終的には収入の問題で

あり，家庭を幸福にする手段になっ

てしまい．アクセク働いてひたすら

円満な家庭生活を守っている円満パ

ヵ。

たくさんで集って議論しさえすれ

ば民主的解決になると信じている民

主バカ。

しかもこの三つのパカにはすべて

一連のつながりがあるのだという。

なるほど，こういう見かたも出来

ないわけではないな，さて，自分は

どのバカに入るかだろうと苦笑して

しまった。

ギター関係者は一切の私的な感情

ゃ，こだわりや，ゆぎがかりを捨て

いう意見を耳にする。これも一種の

円満バカかな。

感情や，ゆきがかりを捨てろった

って，まさか自分の世界観まで捨て

るわけにはいかないし，生命を賭け

ても守りたい一線もある。要するに

操を守るためには，仇し男にヒジテ

ツも必要ということ。

どう見たって 1人前には扱ぇない

カケ出しだろうが，子供だろうが，

とにかく数さえ集めればというのも

無い例ではない。こういうのに限っ

て，すぐに大衆だの，社会だのと言

いたがる。そして，この民主パカは

円満バカと大いに関連がある。

そんな悪態ばかりつくからいけな

いんだ。しょせん，成るようにしか

なりはしない。当らず，さわらず，

自分さえちゃんとしてればそれでい

いのさ。それが平凡パカというもの

もっとも，藤原氏によれば，そう

いう役にも立たない。にくまれ口を

つく方も又一種のパカにはちがいな

いそうである。

：：：中南米音楽ミを愛読しているが

：：ギターの友：：も同じ 150円で，内

容の充実さ，豊富さに大変開ぎがあ

るという小言が来た。内容をもっと

充実させろ，という御意見にはーも

て一致団結しなければならない。と I 二もないが，値段の点は何んとも返

答の仕様がない。週刊誌はあんなに

沢山頁数があって50円だ，とでも答

えようか。そういう意味で一番安い

のが新聞。毎日配達される朝刊，夕

刊を 1ヶ月分， ：：：ギターの友ミと同

じ大きさの版 (B5)にして製本し

たらどの位の頁数になるか， ヒマな

方はちょっと計諄して見て下さい。

それでわずか 390円なんですから。

だからと言って，今のままでアグ

ラをかいて居る気は全然ありませ

ん。むしろ， こういうー小言をいわれ

るのが一番こたえるし，申訳ない様

な気にもなる。ただ努力あるのみと

いささか悲壮な気にもなるし，怠け

心が起きた時には一番いい薬にな

る。

もう少し待っていて下さい。（晶）

おねがい
ギターの友第 59号

ギターの友社の行う事業，雑誌「ギターの友」の内

容，編集方針，掲載原稿その他についての御意見やお

問合せは必ず， 「ギターの友社」もしくは「玖島たづ

子」宛にお願い致します。 「ギターの友社」及ぴ雑誌

「ギターの友」に関する一切の責任は「玖島たづ子」

の負う所のもので， 万ー， 「玖島隆明」宛にこの様な

ことを申出でられましても，御返事致しかねる場合も

生じますので，御承知下さい。

(20) 

定価 150円 （送料30円）

前金予約半年 900円

1年 1,800円
（予約購売は本社直接に御申込の方に限ります）

昭和 37年 8月25日印刷

昭和 37年 9月 1日発行

月悶玖島たづ子

呪行所ギタ ー の 友 社
東京都新宿区柏木3ノ363
電話 (368)7 5 7 1 番

振 替 東 京 98 0 8 5番

印刷所信栄社印刷所



・アルフレッドウル作小品集より

・カルリ教本作品 114より

ギターの友第 59号附録
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cuerdas para GU/TARRA 

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1が〇る

安つぼい力‘サツな音て・厭だ

などとは言われた（ないと

恩って作った絃です 鷹鳳鬱易晨層I｛肩I
nylonベルコナ SA

0

0

0

 

7

8

9

 

ゞ`

．
．
．
 

．
．

．
 

~
~
~
 

5

~

い

~
~
＂
 

•
•
• 

．

．

 

．

．

 

-

．
 

．
．
．
 

．

．

 

4

5

6

 

0

0

0

 

7

8

9

 

¥・一
~
~
5
 

．
．
．
 

~
~

~
 

~
~
~
 

~
~
·
 

．

．
 

••• 
．

．
．
 

．．

．
 

．

．
．
 

1

2

3

 

後藤楽絃研究所
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cuerdas para guitarra 

strings for guitar lC 
△ 

Mod~ in U. S. A. ~ 

ALBERT AUGUSTINE LTD ::! 
New York City ＂ コCopyright 1947 by Albtrt A•guti" • ltd. し.,

'l'OCIIDlf POR I.OS CRIINDES MlfESTROS● 

C
R
E
A
T
 

Today Segoviヽ Say.r:

For hヽe hヽirdiime,1“riie abo“‘‘he 
"AUGUSTINE"tヽri”gi,”°””°lio 9ecomme叫
hヽem,imceヽhei9q“‘litieJヽ9と、l~dy”ellpro”” 
叫ヽ eJヽヽblishedヽ ndii”°“ld be“JeleJS Io9叩ヽo

”y i0 Jeed mu meeniif/CJ、”‘hemi叫Jof hヽe
仰 9chヽJerJ-b“‘”°rderioh“”‘he J“”f“‘‘•°” 
of confirmingヽhe‘”‘”,.。加g“”disヽicSp‘”‘.Jh 
”゚ッerb,"Fine cloth inside.the chest is sold." 
m’JPヽ．te hヽemhe9 d9JC9eei pゆl9C9.iyih‘‘ 加 ．

A”“‘me haJ,．“““'.”fヽf/0rof hiJ J‘”ngJ, they 
‘””eIIわo切 9，ヽP炉eciateda叫 Jo“ghヽJo,by the 
moJi imelligmi gm、ヽ99.jiJoi Ihe uorl4 uho Jヽro”g•
/y preferヽhemo咋 9‘”yimiiaiion, uhether loyヽl
09 diJloyal. Thi1 9.Jヽheッictoryof masヽe9yover 
mep‘”“deヽ ndm、thof/C9 Im叫 ． 
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セ コ・

ォ
ナ

ヒ・

一

ア

ア メ

イ

ガ

口

が推奨 する

リ

ス
ン

① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 円

② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・150 円

③ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 円

④ ・・ ・ ・・・・ ・・・ • . . . ．．． . 200 円

⑤ ・ ・ ・・ ・ ・・・・ • .. . ．． ． ． ．. 220 円

⑥ •.. ・ ・・・ ・・ ・ ・・・・・・・・ 240 円

純

カ製

銀

チ

絃

巻

ン

④ •. ... . .. ....... . .. 450円

⑤ ・・・・・・・・・・・・．．．．．．550 円

R.................. 650円

取次阪売 ギター の友社

東京都新宿区柏木3~363


