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巻 頭 言

タンゴのレコー ドコンサートにいっていつも気がつくのは、所謂タンゴフアンが若いとい

うことである。少くとも私如き初老は往とんど見かけない。そうした連仲は、パンドネオ‘ノ

の歯切れのい .1.9ズムと 、ヴァイオリンの哀切のメロデイにt光惚とし 、或は熱狂する。とこ

ろがタンゴ以外の音楽となると不気嫌になるのである。不気嫌ならまだい .1.方で、中には舌

打ちをして敵意を示すものさえある。フアンの心理というのはそういうものだと承知してい

るのだから 、それでい .1.のだけれども 、たまには、それでい .I.のだろうかと 、頼 まれもしな

いことを反省してみたりする。そして音楽をタン ゴと限らず、もっと多くのジャンルがある

ことを索直にみとめて 、心を大きくもって 、出来るだけ多くの音楽に耳を傾けたらどうなも

のだろう 、と考えるのである。

ギタリスト の中にこの種タンゴフアン級の人の多く ないことを望みたい。ギター以外の音

楽にも耳を傾けて、そこから学ぷぺきものを学びとりたいのである。上手から見習うだけが

能でなく 、下手からも見習うこ とがあるはづである。他山の石の諺を生かしたいと 思う。そ

れが私の編集方針の一つでもある。
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橋 功

Isao Takahashi 

◇コンクールについて

この一年の間にギターコンクールが三つ行われた。昨年10月7日の大牟田市公民舘におけ

る第二回九州ギターコンクールと 、本年 5月26日大阪市夕陽丘会舘における第四回日本ギタ

ー音染コンクールと 、同じく 7月28日の東京千代田公会堂に於ける第六回ギターコソクー）レ

である。私はそのどれもきいていないので演奏について語る汗格はないが、プログラムを通

して感じたこと を述ぺたいと思う。

まづ、三つのコンクールが、せまい日本で、夫々別個に、大した辿繋もなしに行われたこ

とである。勿論コンクールは統一さるぺきものと決ったわけではない。いつどこで誰がやっ

てもい叶生質のものである。紺日新雌社主催の音楽コソクールのように地区予選、本選とい

うような形式は好ましい。派Il舶的な要索は排除されねばならない。

主催者と審査制度に権威があるものでなくてはならない。聞くところによると 、ジュネー

プの国際コンクールの審究は、頗位決定以外は、油奏者と宿査且は硲でへだてられているの

だそうである。こういう慎重にして周到な審査が行われるのが好ましい。

応秘人只は九州23名、大阪24名、東京13名となっている。常識的には東京が一番多くあっ

てよかりそうなものだが、逆に一番少いのは、主催者と応袋人l1からみるとや止党派的な感

じがあって、応募を差控えた人もあったのではないかと思われる。これは私の思いすごしで

あれば幸である。とに角粘朱からみるとギタリストが111央に劣らず地方にも相当多いことば

事実である。たゞ第一回九州ギターコンクールの第一位入宜者が大阪のコンクールに出場し

て次位となり、大阪の第一位入宜者が東京に参加して次位となっていることは注目に1直する。
やはり地方にゆくに従ってレペルが低下している証拠といえよう。

謀題曲は九州が夕）りレガのパパーヌ 、大阪がパーンホールのメヌエット 、東京がタルレガ

の涙となってい、夕）レレガが：：：：ヶ所で取上げられている。随意曲は多いのを拾ってみると

九州 大阪 東京

タルレガ 7
 

5
 

3
 ソル 6 4 2 

アルペニス 6 1 

やはりタルレガが第一位を占め、ソルがそれにつゞき 、次いで大阪のアルベニスが目立っ

ている。ジュネープの国院音楽コンクールの課題曲並に選択曲とはさすがにへだたりがある

が、日本の現状では妥当な線であろうと思う。

東京で中林惇其と、はるばる台北から参じた呂昭絃の二氏が、自作を随意曲に選んだ慈図

は壮とするが、審査上もっと適当な曲があったのではあるまいか。海外ではソルのように各

所で出版されているような場合は、その出版所の楽譜による旨を明記している。それによっ

て統一をはかっているのは円明である。

再三述べたところであるが、ギターコソクールも、毎日新聞社の行楽コンクールの一部門

として取上げられるならば、日本の現状としては一番好ましいと思うのだけれども、どうな

ものであろう。そこまで漕ぎつけるために、ギタリストはこぞって小を捨て大をとり 、熱意
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を以て、これが実況に協）Jしてほしいものである。‘

<>モスクワの平和友好祭

小原安正氏の1JIl入りでモスクワの月年平和友好祭に鈴木巌とご．木理雄の両君が参加する予

定だったが、都合により鈴木君だけが出発した。この平和友好祭参加に際しては、ソ述閲か

ら500人の招訊りを受けながら 、粘局 150人位にしぽられたのは、I.I本の現状からみてまこと

にやむを得ぬものであったと私は考えている。推漑者はこれを政府の無理解と見なしている

ようだが、常識的に考えて，＇紆 t,'iの言いようがない結果だったと思う。

音楽部門はコンクールの様式らしいが、民族色の濃いものが希望されているらしく 、鈴木

れは作曲部門にも応染されているので、参加に選ばれたことは当を得たことだったと思う。

鈴木れの作，品はすでにアニド女史のレパー トリーに加えられているのだし、アニド女史は西

欧各地でこの作品を油炎していて、鈴木君の名は一部には通っているのである。アニド女史

は11'1：イドソ述に演炎旅行をしているし 、或は鈴木君の作品はソ辿にはすでに紹介されていたか

も知れないのである。それにしても鈴木君によって、この平和友好祭のギタ一部門の光屈が

正しく伝えられることが望ましい。敢て正しくというのは、ソ述訪問者の巾にはソ述礼讃者

が多く、えてして色眼錢で伝えられた1ifi例があるからである。

◇ギクー音楽のジャンル

ギターが今 II第一級の楽器と して認められ、裔度な音楽として迎えられているのは、一苔

にして己えばセゴヴィプのおかげであり 、それはたしかにクラン ックギターの領域である。

私は LI本のクランックギターの許及と 、そして打の向上のために尽）Jしたい気持に於て人後

1こi8ちるものではないと．1，gっている。といってソロだけに屯念するのもどうであろう。屯奏

も合炎も好ましいではないか。歌とギターの組合せも却々捨てがたいものとも思っている。

セゴヴィアでさえも 、 歌とギターの領域に—．二の作品をものしていることは人の知る通りで

ある。オルガ ・クエリオ）ひ人の歌とギターはセゴヴィアの推穴措く能わざるところであり 、

そのレハートリーには民謡凪なものが甚だ多いのである。

フラメンコはなるほどスペインの民族音楽であり 、ジプン一の粗野な将楽である。しかも

それは歌とギターと踊りの描き出すイ逮息議な楽境である。そこで）1Jいられるギターは、五線

紙には1tきあらはせないようなスタイルのものである。と いってフラメンコスタイルのギタ

ーを臼兼いしたり 、敵祝したりするのはどうであろう。好き鎌いは致し）jがないとして、ク

ランックギターを1奴するのあまりフラメンコギターそのものまで否定するとすれば、それは

狭ぼの設を免かれないであろう。

Schwannのカタ ログをみているとクランックギターにまさるとも劣らぬほどにフラメソ

コギターが発必されている。それほど近頃はフラメンコが歓迎されているのであり 、日本の

現状もそれに近い。クランックギターのアニト’ ，一人に対し 、フラメンキストはエスパニータ・

コルテスの1平奏者フ ランンスコ ・ヒルとマリア ・モンテスの伴会者エメリオ ・ポネートの二

人が米悧している。

{1・染が レコードによって懃党に訴えるだけでなく 、映画やテレピに取入れられて視聴覚に

訴えるという風に立体的にな って米た。そうした趨勢がより多くフラメンコギターを陸盛に

I，しいたと与えられる。そう言えば映画に取入れられたものを思出してみても 、フラメンコの
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方が多いのである。

私はギター音楽の広い豊かなジャンルを、そのま .1.受け入れて、クランックと言わずフ ラ

メソコと言わずそのい .1.ものは大いに広めたいと思う。

◇ 最近の ギクーレコード

小倉俊氏のジャケット解説によって次々とセゴヴィアの名盤を出して私逹をよるこばせて

いるデッカはアルテミス映画「ゴヤ」に収録された VicenteGomezの Ep盤を二枚 (DEP-

141, DEP-142)出した。フラメン コスタイルの曲が多いが、映画「血と砂」以来の好演で楽

しいレコー ドである。戻に八）］新譜でゴメスの Lpが出た。（デッカ JDL-7008)。題し てゴ

メスのロマンチックギター。ゴメスのギターにダント CharlesBud Dantの指揮するオーケ

ストラが伴奏している。今まであまりこのような演奏様式に接しなかったが、マイクロフォ

ンが発達した現在では、なかなか着意のいリ趣好と言えよう。ラクンパルンータだの、エス

｝レリータだの．レクオーナのアンダルンアやマラゲニアだの、ラゴロンドリーナだの所謂

中南米ものの中にタルレガのマリエッタ（マヅルカ）が入っている。原曲の味を知っている

と甚だ食いたりない気がする。如何にもアメリカ好みで、リズム楽器も入って花やかな演奏

になっているが、ゴメスにはもうクランックな作品を望めないであろうか。

カンテ ・フラメンコ選集 (OLP101, 102, 103)でデピュしたデュクレテ ・トムソン （前

号に日本テイチクと紹介したのはあやまりで、日本ディスク株式会社と訂正する）は先月 Jレ

イス ・マラピリアのギター 、ペペ ・パレンンァの唄で「スペインの調ぺ」 (DLP-703)を出し

た。 更にディスク大賞盤「アンダルンアの喜びと悲しみ」を今秋発売するらしく期待される。

同社からアンパリ ート ・ペリス ・デ ・プル リエの「七つのスペインの唄」（ファリア作曲 DLP

701)が出ているが、これはき .1.ものである。

エピ ックは JuanitoValderranaの唄、NinoRicardoのギタ ーで 「四つのフラメンコの

歌」 (NEP-5036)を出したが、このギターはすばらしい。

コロ ムピアが 「ジプツーの祭一ーサンタ ・マリー ・ド・ラ・ メール祭」 (KL-2036)を出 し

たが、これは現地録音のまことに相野なもので、捉台のフラメンコとちがった野趣がき入も

のである。歌い手も弾き手も名前がわからない、多長に集ったジプツーのざわめきや掛け点が

程よく録音されてい、それが一段と実感を添えている。

ピクターはさきに Estebande Sanlucarのフラメンコ(LS-551)を出して、このすぐれた

フラメンキスト の名演をきかせてくれたが、七月には RenatoRossiniの「ナポリのギター」

(LS-553)を必出した。ロッンーニはイタリア生れのギタリストで現在アメリカに於て演奏活

動をしているという。私のようにカルリやカルカッツの教本でギターに入ったものにはこの

ロッンーニのスタイルが極めてなつかしい。現在のクランックギターはすでにロッンーニの

域をはるかに越えてしまってい、その点からみると甚だもの足りないのであるが、それにし

てもこのレコードにみるギターのメランコリックな、ロマンチックな味は捨て難い。トレモ ロ

など高度の技巧に欠くるところはあるが、タランテラにきく技巧はやはり大したものである。

ぅラールが最近 RolindoAlmeidaの「ギターリサイ タル」 (LPCM-1016)を発光するこ

とになった。このレコードの中にはジャズスタイルの曲も入ってい、オリジナルな作品は一

つもなく 、組曲ばかりでアルメイダの全貌を知るにふさわしいものではないが、それにして

もアルメイダの技巧には驚吹の外はない。 （以下12頁につゞく）
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Isao Takahashi 

アルモニアI]im（第四巻、第三号）の拙稿師弟論に対し 、ロン ドソの Dr,Boris Perottか

ら抗品を市込まれた。それは師弟論の冒頭でギタリストの系譜（原譜とあるのは誤禎）を占

き，プリームをセゴヴィアの弟子の如く紹介した点に対する抗議である。ペロット博士は

「Thebeginning of Julian Bream's career as a guitaristプリームのギタリス トとして

の初期の括勁」と俎するバンフレッ トを同封して 、払の誤りを訂正してくれたのである。私

信に
・・・・・・只下はn,糾'j論に於て 、プリ ームをセゴヴィアの弟子と因いているが、それは両大な誤

りです。プリームはセゴヴィアの弟子ではなかったし 、セ ゴヴィアもそう杏かれたことを

不悩jに忠うにちがいありません。

私は1931年にはじめてセゴヴィア と相識りました。そし て1947年12月にロンドンでプリー

ムを弟子としてもらうよう 1札入れました。しかし色々な理由で，払のこの努）Jは報いられ

ませんでした。 ••• •••四下がこの誤りをおかす前に、このパンフレットを送って上げなかっ

たことを私はl1災いています。 …...

卦：窟に好謎にみちたものであるけれども 、なかなか厳直な抗議である。私は索匝にこの誤

りを訂正し誌友各位におわびを巾上げる。これを機会にプ リームの経歴について，ゃ 立羊し

い紹介をして骰きたいと思う。それは近くウエストミンスターがプリームの日本盤 Lpを発

ぅ＇しする予定であることを闘及んでいるので，その案内のつもりでもある。

ジュリアン：プリ ームは1933年 7月15ロン ドンのパ ッターツー Batterseaに生れた。父へ

ンリー ・ジョージ ・プリーム HenryGeorge Breamの仕：JIのOO係でハンプ トン Hampton

に移住し ，そこで小学校を終えた。早くから音楽のオに秀出で、父は蚊初ビアノを学ばせた。

1944年に父はギターを買って独習していたが、息了・のジュリアンもそれを手にする ようにな

った，その翌年父はジュリアンをつれてータ、ロンドンのギター愛好家協会の例会に出席し、

会民ペロッ ト博 1：や並みいる聴集を窟吹させた。この時父はペロ ット栂士にジュリアンの桔

古をつけてくれるように市入れた。そしてジュリアンは三時間の近を遠しとせずロソドンに

出、 毎週二時間の レ ッ スンをペロ ッ ト博—f；から受け 、 それが一年以上つゞいた。 ジュリアソ

は 「私の最初の先生は父だったが，その外凡ゆる演奏家を手本にした」と述ぺている。 :1948

年 2月にペロ ット博士に贈った’が真（本誌添附勺項［参照）に「対敬する友にして師たるペロ

ット博士に」とサインした。ペ ロッ日閲 l：は、父につぐ第二の先生だったのである。

Wilfrid M, Applebyアップルピイの「ジュリアン ・プリ ーム小伝」 (GuitarNews 5号）

によると ，或ロンドンの友人が父ヘンリ ーに，ジュリアンの姿法がセゴヴィアその他現代の

名手追の奏法と迩っていることを指摘した。それまでジュリアンはカルカッツの奏法に よっ

ていたのである。その非をさとった父は、新たにデュプレ DesmondDupreにつかせ、且つ

タ）妙ガ奏法に拠ることにした。ジュリアンは放遇間たらずで、ロ ッチ及びプジョ ールの教

本によっ てタルレガ奏法を？？得することが出来た。

1945年にプリームはロンドンの音楽学校の直を得た。 この年12月 7日に Cheltenhamvェ

ルテナムのギターサークルがプ リームを迎えて半公開の リサイタルを開いた。この時のプロ

グラムは
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タ）レレガ編 ヘンデルのコラ ール’

スカテッテイーセゴヴィア編 ソナタ

ァルペニスーガルツア編 カデイス

パッハーセゴヴィア編 クーラント

リムスキー・コ ルサコフーピッ・クフォード編 インドの歌

リョペッ ト ア）レゼンチン民謡 ・ 

ソ）レ アンダンティノ

グラナドスーガルジア編 スペイン輝曲

トワリナ ファ ンダンギロ

ポンセ 古典的 ソナタ

ンエルテナムの半公開リサイタルは立錐の余地がなかったらしく 、而も満党の喝采で，数

週もた .1.tょいうちに又リサイタルを行わなくてはならなかった。 ロン ドンから百哩をはなれ

ているンエルテナムの成功に加えて 、翌1946年10月ロンドンのギター愛好家協会の例会に於

ける招待演奏の成功がプリ ームの名点を決定的なものとし，大成が約束された。プリームは

読譜）］が強く 早く ，テク ニックの上述が目立って早く ，それにすばらしい表現力を持ってい

る。従来イギリスはギターの育たぬ国と 目されていたが，1946年12月妙の B,M,G，誌はペ ロ

ット博士の言と して 「私は今までこんなにすばら しい弟子を持った こと がなかったし、イギ

リスでも遂に クラン ックギターの伯大な演奏家を出すことが出来た」 と古いている。まこ と

にプリームはイギリスの空前絶後のギタ リストと言えよう。こ の頃からプ リームは新聞紙や

週刊誌に大きくクローズアップされるようになった。

1947年プ リームはペロット 博士の紹介で対面するこ とになった。12月 8日のレセプンョンの

時で，プリ ームはセゴヴィアの希望によってカルカッツ，ソ）レ，夕）レレガ，コスト の作品を

演奏したが，それを聞いたセゴヴィ アは「プ リームは大成を約束された若いギタリストで，

私逹は彼のため侭援助を惜しまない。プリ ームのような生れながらの汽itと卓越した技術を

身につけている人は，もともとすばらしい観察力と理解力を持っているものである。そし て

外の経験の豊かなすぐれた人々から学ぶことが多いかも知れないが、自分自易のバーソナ リ

ティと可能性を失うようなこ とがあってはならない。自分独得な表現をその音楽に生かすべ

きだ」と述ぺた。このときペ ロット埒：卜は 1プリームは第二のソルとか第二のセゴヴィアを

期待すぺきではなく 、第一のジュリアン・プリー＇ムになる野心を持つべきだ」とも魯いている。

1948年11月に VictoriaKingsley夫人の口添えでプリームはロンドン の背楽学校の奨学

資金を得ることが出来た。こ .1.では HubertDawkesとHarryStubbsが彼の先生だったが、

この学生時代にもプリームはとく l'C.ラジオやテレピに出演することが許された。映画「死せ

る恋人に捧ぐる悲歌」に出演したのば15オの時だった。WigmoreHallはロンドンに於ける

登龍門であるが、プリ ームは1951年11月26日に こ.1.にデピューし、 Times紙、Telegraph紙
などで激称を得た。 1952年から三年間軍務に服したが、1955年には HarrietCohen国際音

楽貫とBablookPurse :l'l:がプ リームに贈られる という凪で、今やプリームはイギリス梨壇

の寵児の感がある。そして彼はギターの将及と向上のため、国内各地を演奏旅行をした。彼

はギターと共に古代リュ ート の名手で、リサイタルには両方の楽器を持って舞台に立つこと

があり 、又好んで歌手の伴奏をつとめ、ロ ドリゴ、テデスコ等の協癸曲も レパートリーに持

っている。

プリームは初め番外絃の附いた Maccafarriのギターを持っていたが、後ニュ ーヨークの

MartinとHermannHauserを手にし 、硯在はイギリスの HectorW, Quine作のギターを

愛奏しているそうである。

5
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ギター勉強に関する示唆
How to study Guitar ? 

—自己への反省と指針ー一

r投巧は音楽を表現する手段に過ぎない」とは当然の事ですが、技巧の熟純なくしては音楽

表現への迅も淵かれ難いと云えましょう。技巧自体は本来の口的でなくとも 、音楽的性作を

完全に派出する為には敏く市のできない必要条件ですし 、音楽はンは壁な技巧と充分に発達し

た音楽性、表現的効采の徹底的な修得があって最上の粘果が得られるのです。

兵に技巧的能力にすぐれた演奏家であれば急速なパッセージを単なる音符の羅列に終らし

める代りに音楽的に興味深く特かせる事も出来る筈です。我々の愛するギクーが疑いもなく

困難な楽岱であり 、しかも独奏楽器としてのギターの持つ可能性はまだまだ,.分汲み尽され

ていないと信じられる今日 、技巧の問題は更に栢極的に究明されなければならないと思いま

す。

ギターにおいて技巧と云う言掛肢の特きが必ずしも音梨的に立派な趣味とか梢感を表わすも

のでなく少からず皮相な意味に取られやすい為か、や .1.もすると軽視され粉ちな風潮を感じ

るのですが私は技巧と音楽性とを別のものと見ず、不可分に織り込まれた一つのものと考へ

たいのです。

演奏家にとって技巧が常に適切であるばかりでなくそれがあくまでも控へ目な立場で芸術

に奉仕すぺく 、常に自己の技巧を独自の感覚と最良のJj法で得る様努力せねばなりません。

技巧の使命は作品を表現する事であって 、その作品により自己を表現する事ではなく 、云い

かえれば抜巧は用うるもので見せるものであっ てはな りません。鋭敏な技巧は最も困難な事

を容易にし 、美を表はす所のものを最蒻度にま で発展させ、美を解釈すると共に美を創造さ

せるでしょう。

ギターの理想的な熟達とは技術的な最大の難所を何の懇念もな く奏きこなし 、旋律的な楽

句や挿入句に神的至梢を吹き込み、i1x:邸期には力強さと佑熱を加へ、また常に美を伴った音

を出す市に尽きるでしょう。毎IIのたゆまざる錬閃こそ この:Pl！想的な狸論的椋準と災院の達

成とを近づける手段に外ならず、進んだ炎者は自己の抜巧的fig)」を最邸1足に発揮させる‘加の

出来るエチュードを練習しなければなりません。又、抜巧獲得、もしくは保持の為にはたと

ぇ半時間なりとも正規の機械的な課業一払礎錬料ー一辺を怠ってはいけません。たゞ 機械的錬

習には常に無味乾煤と云う不利を伴い 、生きた作品においてはその作品の筋追が純技巧的勉

強に興味を与へる事は市実です。しかしギター辣習生の音楽的発達の過程においてその人の

時間及び籾力の大部分が、音楽的に云って二、三流の作llII家の作品の中に見出される安手な

技巧的体難の修得に泊費される 'Jiがあってはならず、同時にギタ ・リストにとって全く 議論の

余地もない程の音楽的価値のある作品だけに泌足する市なく 、特にギター的な直要性を有す

る作品をも勉強すべきであり 、`この点ギタリストにとってはピアニス トが有するが如き幸運

に忠まれていません。これは我々が見逃してならない市大事です。

ギター演奏技巧の発逹における著しい特徴は 、真の名技と云うものし一般水準が遥かに高

まって来た ·i~で近代技巧の要求する所のものは大変に翡度である市は否定できません。 「ペ

ートウ ベンを演奏するにはペートウペン「I身が要求する以上の技巧を必要とする」とはリス

トの言父ですが、油炎家の理想とし ては所定の曲を油奏するに当っ て自分で必要と考へるニ

京本輔矩

Sukenori Kiomoto (Tokio) 
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倍の自由に駆使出来る抜巧的な力を持つぺきと考へれば、如何にその辺が沿jく、かつ敏しい

ものであるかに、思い悩まざるを得ません。だがキター派奏の 1・妍建築がよって＼［つところの

根本を再考する事に十分な時間を払い 、容易なる修得に沿足せず、充全な知汽―ーすなわち

音の成長の基礎的諸原理の理解と承認につとめるTドは、より洗錬された抜巧への渚実な追を

歩む’Jiになるでしょう。

教師としても、勉強の方法、美しい音の作り方、完全な按巧の獲得法等ー一これ等は各個

人の利益になる様に一般化する事は困難かも知れませんが一ーギターの技巧を支配する科学

的法則を発見しその法則を合理的に実地に適応せしめ、純閃生をして近代楽曲の演奏をも 19[

能ならしめるに至るまでの指針を示すぺく指達すぺき四任を有します。もし綽閃生個人が技

能の熟達に対して特別な才能を有するならば教師にとってこのオ能はすぐに察知されるであ

ろうし 、そして一尿特別な訓練の課程が採られてよいのです。

兵の熟逹、すなわちギタリストの兵の芸術力と云うものは主としてその人の出す行に表は ．

れるも のではないでしょうか。演奏で馳衆を感動させ、心服せしめるには造行）Jの集中 、魅

カ、音色、感受性及び描細さを身につけねばならず、為には人間に可能な完堕の程疫への到

逹を妨げている所の欠点や無理な緊張をなくし 、スケールやアルペヂオは勿論、グリッサン

ド、 トリル 、 ヴィプラート又はイントネーンョンにも 、 たえずf'j•色を念頭において力をそ .1.

ぐぺきでしょう。

グリ ッサンド一つにしても 、それが奏される抑制や急速さの程度に応じて倣妙に美しくも

なり、また全く卑俗にもなり下ります。

故に奏者は自分自身で音楽性及び生来的な識別力と云う手段によって解決を見出すか、さ

もなければ自分で制御する事も出来ないマンネリズムや誇張に陥ってし まうかであります。

どの油奏家でも 、何か各自にとって困難な市を枯っていると息います。そして多くの場合

その原因を怠投に帰する市が出来るのではないでしょうか。両手の正当でない迎指法だと

か、払本的勉強のある面に関する不注絲な門恨によるもの等……。ひめられた1危：大な才能も

しばしば小さな点に無智なため表し得ない事も無いとは云へません。

自己批判は芸術家にとってある慈味で困難かも知れませんが、たとえ大家でも、時として

他の人同様に教師や先哉、或は後祖の助言や援助を必要とするもの芯と思います。そしてそ

れは自己を直視させ、芸術上の謙譲さを涵子させしめ、現在、又将来においても常に学ぷぺき

重要なものいちる事を実感せしめるに役立つでしょう。

忍耐と良心的な勉強、常に芸術に辛抱強く奉仕する粘神をもって、科学的』II錬と栢炎的な

感党を正しく脊い、発達させたいものです。

以上述ぺた市は弘自身への反省と名便達に外ならないのですが、この小文がもし芸術上の理

想の幾分なりとも 、練腎生にとって明諒ならしめるに役立つようでしたら屯外な；名びであり

ます。

京本輔 矩 著

ギタ ー 上 達 の 技 巧法 2 5 0円

国 際秤楽 出版社

東京都新紺区東大久保 1の450
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LPレコー・ドに録音しているギターリスト達 （その二）

藤 田 不二

Fuji Fujita (Tokio) 

Clary, Mildred 

クラリーは1931年 2月にパリでフランス人のI":}と英吉利人との間に生れた、イギリスの演

奏家である。彼女の家族には音楽家が多く出ている。 1931年から40年迄はフランスとイギリ

スですごし、 次いで六年間アメリカ合衆国に住んだ。彼女はクラ ンック ・ギターと 声楽をバ

リで学び、オールド・ヴィ ックを含むいくつかのイギリス の劇団と 、ンェークスピア劇にミ

ンストレルとして巡油した。次いで古典音楽に興味を持ち 、 リュートの奏きかたも学んだ。

古いギターとリュ ート の楽譜を調べるために、 「レ チェ ルチェ ・ンエンティフィック」に屈

はれた。

クラリーはフランス（パリと地方） 、ベルギー 、 ドイツ 、イタリーで演奏会をし 、放送及

び TVに出旗した。彼はフィリ ップス 、デュクレテートムソン、エレクトラ（アメリカ合衆

l国）、ヴォーグ、フランスのディスク ・クラプ、ヴェガ、世界の歌などの、リュート及びギタ

ーの古典録音に協力した。

彼女は独癸会でフランスの十六、七世紀の音楽、イ ギリスのエリサペス第一世時代の音楽、

ツェークスビアの歌曲、英吉利、フランス 、（プ リッテン及びヴォ ーン ・ウイリアムスの編

曲）、イギリスからアメリカヘ伝えられた各民族音楽（コップランド編曲）を演奏している。

1956年6月12Flにはパリでイギリス協議会の演奏会 にもアイメエ ・ファン ・デ ・ウィ ーレ

（クラヴサン）等と出演して古典音楽の演奏を行った。

クラリーは 「フランスのポリフォニック歌曲」及び 「愛の歌の花」 など録音している（フ

ランスのフィリップス N0 099314)。

Demasse, Max. 

このペルギーのギターリストについては、本誌の第 2巻第 1サの拙稿「ギターの Lp新譜」

(14頁）を参照されたしヽ。デマッセは今年29才になったギター及び リュート 奏者である。 ベ

ルギーのif楽を特に研究している。

Faiss, Arthur. 

ファイッスは1898年12月12日にンュワルツワルトのヴェーレンパッハ温泉で生れた、ドイ

ツの作曲家及びギターリストである。彼はツュヴェンニンゲンのヘーエ工業学校で学んだ。

1919年から ンュトウットガルト 音楽院に入り32年にスペインのパルセロナヘ留学してミグエ

Jl,I・リョペ ットの指達を受けた。

1924年から ンュトットガルトの南ドイツ放送局の放送に協力し 、47年から国民学校の講師

をしている。ヨゼフィン ・ライエルと結婚していて、四子がある。

ファイスは音楽喜剌、室内楽曲 、声楽曲、室内令奏用の作品を創作している。

彼はンューベル トの 「ギター四重奏曲 卜長調」の録音に参加し ていた（ペリオドPLP518)。

この作品は ヴェンツェル ・マティーカの作曲した「夜想曲」であって、ツューペルトの編曲

したものである。

Gomez, Vicente. 
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ゴメスは 1911年 7月8日にマ ドリッドで生れたスペイン系アメリカ合衆国のギターリス

t及び作曲家である。現在は放送、TV、映画とニュー ・ヨーク市と東部諸州のナイトクラ

プに出油していて 、 金虻i•はデッカ ・ レコードヘ行っている。彼は生地の音楽院で 、 エクスク

エムプレに師市した。

1924年に13オでマドリッド市のスペイン朋l場の独炎会でデビュ ーし、その後スペインとイ

タリ アを油奏旅行した。 1924年から29年の間北アフリカに住み、32-33年はロンア 、ポーラ

ンド、オーストリ ア、キューパに居り 、33ー36年はメキンコで演奏活動していた。1937年に

渡米し、二楽季の間ヴェロスとヨランダの舞踊団と巡演した。その後ゴメスはアメリカ合衆

国の各地で独奏会をし 、ニュー ・ヨーク市ではタウンホール及びカーネギーホールに出油し

彼はいくつかの交愕楽団の油炎会で独炎者をし 、ピソグ ・クロスピー、 アンドレ ・コステラ

た。ネッツ 、モートン ・グールド、ベニー ・グッドマソ 、ジャ ック ・スミスなどと共に放送と

TVに出演した。

ゴメスは1941年に主演した映画「血と砂」のために作曲し、「コスタ ・リカの謝肉祭」(1947

年）、「日なたでの決闘」 (1948年）、「蜂起する盗賊団」 (1949年）、「カスティルからの大封」 ｀ 
(1950年）などの映画用に編llIIをした。彼は NBCセソーラスのため26のトランスフリプン

ョンをなし 、世界の音楽用に八つのトランスフリプンョンを作り 、デッカ ・レコー ドヘ 5冊

のアルバム入りの Spを録音した。第二次世界大戦中 (1943ー46年）ゴメスはアメリカ軍に

応召した。

彼の作品は1946年からミルスが出版していて、その中に「グラナダ ・アラベ」、「春の歌」、

など含まれている。 1943年に彼はペルテア ・パチョンと結婚した。身長五択四吋をもち、作

曲を趣味の一つとしている。

ゴメスの録i,・はンュワンの Lpカタログにはのっていないが、彼の独奏した「ゴヤからの

抜粋」と「古典的独奏曲」はデッカ ・レコー ドが発尤している (DLー8236と8017)。

Lagoya, Alexandre. 

このエジプトのギターリストについては、本誌の第4巻第 1りの43頁を参照されたい。

レゴーヤは 「リサイタル」と題し 、パッノ辺の「tiff炎曲二長調」、「ガヴォッ ト」、アルベニス

の「アストリアス」をフランスで録音している。（パテーED-2、45回転）。その後同困 RCA

のヴィクターと録音契約し 、次の録音を行った。

サラパンド（ヘンデル）夜想曲（トルロパ）リズミック舞曲（プレスティ）

(RCAヴィクター F-75018、45回転）

三つの前奏曲（カセルラ）円舜曲 (A・ラウロ）幻想曲（ワイッス）

（固 F-75096、45回転）

Lunar, Perico el de. 

ルナアルはヘレスで生れたスペインのギターリ ストである。現在60オをすぎている。フラ

メンコ芸術の批界での大立物と云はれる。古典から現代の歌謡とギター曲に桔通していて、

往年の名歌手トレスやニーニャ ・デ ・ロス ・ペイネスの伴奏者として有名、特にチャコンと

は12年11il引続き出演した。

現代フラメンコ ギタリストとして五指のうちに入る名手であ り、現役の歌手の中に彼の指

達を受けた者が頗る多い。フランスのデュクレテー・ト ムソソヘ録音された「フラメンコ選

集」の集録に際し 、伴奏のほかに、選曲や民族音楽的考証その他、彼の力に依る ところ多大で

，
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ある（この項勝田保世氏の解説による。）

右に述べた「フラメン コ選集」は日本ディ スクから国内版が発必されている(+吋三枚）0

Malukoff, Anatole. 

マルコフは若い、ソヴェットのギター独奏家である・。

彼はヴァ イオリニストのミ ジェルとパガニーニのヴァ イオリンとギター用の奏嗚曲を12曲

録ffしている（ロマニー 1501)。

次いで彼はバガニーニのギター作品を29曲SMCレコー ド45分で録音し (SMC1019)、更

にカルカッンのギター錬刺lh25Illl（作品65)をも録音している（同1020)。

Maravilla, Luis. 

マラヴィラは1914年にセヴィラで生れた、スペイン の作曲家、ルイス ・ロペス ・テヘラの

芸名である。父の）レイス ・ロペス ・デ ，ラス ・マリアナスは、 ：li:名なフラメンコ歌手であっ

た。 12オから）レイスはスペイン各地でフ ラメンコ ・ギターを炎し 、 (•供の頃から有名な歌手

であったドン ・アン トニオ ・チャコンの伴奏者をしていた。 14オの時にマド リッドのサルス

エラ測場で1開催されたギター奏者の競技会で、 ラモン ・モン トーヤ宜 (cour d'or) を獲

得した。

1932年にマラヴィラは始めにア）レゼンティ ンとウルグアイヘ祇炎旅行した。プエノス ・ア

イレスではカンノil!IJ場でタピセス ・エスパノレスー座と出演し、後にサル ミエントではマヨ ，

劇場で演奏した。 1933ー34年の楽季に西半球を再び訪れて、ヴェネズエラ、プエルト ・リコ、

アメリカ合衆国で独炎会を行った。彼はスペインヘ灰って、短い油炎旅行をした後に、三度

アメリカ訪問に出発した。 1935年は殆んど 1年間ニュ ー ・ヨークに滞在して、放送局 WOR

とラジオ ・ンティ ・ミュージック ・ホーに出旅していた。 1939年に彼は始めてフフランスへ

油炎旅行し 、マルセイユではラジオ ・プロヴァンスから放送し 、ナポレオン ・コステ交堂で

独長会をした。次いでバリに赴き 、プレエル楽堂での演奏会に出油した。

マラヴィラほ1946年にピラア ・ロベスと共にスペインの主要な割場、フランス 、ポルトガ

ルを演父旅行した。彼は映画「プリンディ ス・ア ・マノレテ」、「イドロスJ、「フィリグラナ」、

「プレリス」、「デュエンデ ・エ ・ミステリオ ・デル ・フラメンコ」のために作曲をした。

1950年にアメリカヘ四回目の油炎旅行をし 、プエノ ス ・アイレス 、モンテヴィデオ、カラ

カス 、リオ ・デ ・ジャネイロ 、プエル ト・リコ 、キュ ーパ等で演炎した。 1952年から56年に

かけて彼はロンドン 、バリ 、コペンハーゲン 、エストコルモ、へ）四ノンキ、リスポン 、ニュ

ー ・ヨーク 、プエノス ・アイレス 、 モンテヴィデオ 、 カラカス 、プエルト ・リコ 、ハヴァ

ナ、スペインで演奏会に出涼 した。

マラヴィラはフランスのデュクレテー・ トムソンヘ録音（アメリカ版 LPはウェストミン

スター ・レコードが発光）する以前に、スペ インの HMVJ祠Jオデオン、同コロムピア、ウル

グアイのソンドー）りなどの SP版に吹込んでいた。

ウェスト ミンスター ・レコードからア メリカ版で発ぅ＇かされている 、マラヴィラの録音は、

「アンダルンアのg．びと悲しみ」 (WL5175)（独唱者はペペ ・ヴァレソンア）及び「ギター

の調べ」（同5194)の二枚であって、前者は八曲集で1952年にディスク大内を獲得した演奏、

録音である。「ギターの調ぺ」は、ファリアの「インカ舞曲」の外、13曲集で、自作の外にタ

）レレガの「アルハムプラの思ひ出」や同「少ー」を含んでいる。これらの Lpの国産化はマラ

ヴィラの名店を日本でも確立するものである。．
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マラヴィラはその後ペペ ・ヴァレンツアと「スペインのリズム」をデュクレテートムソン・

レコー ドヘ録音し (LLp8602)、モレ ノ・トルロパが指揮したプレ トンのサルスエラ「翌’益

の型母の夜祭」 にも出演した（オランダのフィリップス • N996-N) 。

作曲家としての創作については、こ の稿ではながくなるので略したい。

Martinez, Juan. 

マルティネスはスペインの者名なフラメンコ 、ギター奏者と云はれる。録音についてはパ

コ ・アレグイラの項を参照されたい。

彼は「カンテ ・ホンド」の名歌手とされているローロ （エル ・コミコ・トラ ジカ）の独唱

ヘ伴奏も行っている (SMC551), 

以下は本誌前号の原稿メ切の後に判明したアニド とアルメイ ダのVコードで、 前号の夫々

の稿に追加さるぺきものである。

追加の(ll

アルメイダの Lp

「ラテンアメリカの音楽」はロ ウリンド ・アルメイダのギター独奏したキャピトル Lpの

迎名である。この Lpには左の作品が組合された。

二つの錬習曲、二つの前癸IUI（ヴィ ラ ・ロポス）プレリアスと歌、テウアカン （パア ロフ）

ギター用ri蒻奏曲（作品 5ノ1)choro de saudade（バァリオス）円舞曲（ポンセ）

前奏曲 とトレモロとインヴェンンョン cafitade musica （アルメ イダ）

（キャピ トル p-832)

次いでキャビトル ・レコー ドの発売したアルメイダのLpは「ロマ ンティックな肪代から」

と題し 、次の作品で編成されている。

モーツア）レトの「腐笛jからの主姐による変奏,11,（ソル）

ミヌエット調（ペートーヴェン）

ベートーヴェンの七蛍奏曲（作品20)からの断片（夕）レ レガ編曲）

ベートーヴェンの「月光奏嗚1111」から編曲されたアダージョ ・ソステヌート

ンュ ーマンの 「子供の梢屎」から編曲された、珍しい土地と人と少・

円舞曲 口短糊と夜想llh（作品 9ノ2)(i/ョバン）円舞RLLL（グリーグ）悲歌 （マスネー）

ドピユ ッン一の「小供の領分」からの「小さい羊飼」

前奏曲第1巻からの「亜麻色の髪を した乙女」

これはゆかいなレコードである。此所ではアルメイダは大低の人々に知られている作品

を選み、全く嬉々 として演奏し．ていて、これらの作品の原作がギター用でないのを忘れさせ

る。

アルメイダの 3枚目のLp（キャピト ')レ p-8395)は「スペイソの音梨から」と題している。

これに組合された曲目の詳細については、 判り次第追記しよう。
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追加の(2)

アニドの．Lp

キャピトル ・レコードが発売したアニドの Lpは、次の作品を組合せているのである。

アストリア（二つの抜粋） （アル～こニス） 小友畑にて（ロドリゴ）

バヴァナ（サンズ）カステラナ組曲（トルロバ）

アルハムプラの思ひ出とスエノ（タルレガ）

スペイン舞曲第五番（グラナドス） ， 

これらの作品は一般の人々になじみは少いが、ギター音楽を愛好する人々には良く知られた

ものを含んでいるのである。

アニドは索的な技巧家であっ て、こ の人の演奏している作品に対する感じは、彼女の巧み

ささへ彩のうすいものとし ている 。

(3頁よりつゞく）

曲目は別項記叔の通りで、セレナーデ集ともいうべき趣好である。もともとギターはセレ

ナーデ楽器と言はれているくらいだから 、そういうギターの特色をうまく摺んだ点で成功し

たものと言えよう。そ してア）レメ イダの本領がこの辺にあるとしたらクランックギターに関

してアルメイダに期待することが望みないわけだが、幸ア）レメ イダは外にクラジックばかり

を Lpに吹込んでい 、その中にはセゴヴィアの作品も入っているのだから 、楽しみである。

アルメイダの Capitol盤の日本発売が楽しみである。

先月ユパンキの Spを出して好評だった東芝エンゼルが世界音楽ンリーズを発売すること

になり 、11月にスペイン篇フ ラメンコ入門が予定されている。楽しみである。

何れにもせよこの数ヶ月の間にこれだけのギターの日本盤 Lp,Ep, Spが発売され、引

つゞき予定されているのは、まこと に壮観である。！これは海外にも多く比を見ない低どの盛

況である。

◇ラジオとテレピ

NHKはじめ民放がセゴヴィアその他海外のすぐれたギタリス トの名盤を時々放送して く

れていることは有難いことである。この先も是非つゞけて仕しいものである。

ところがレコー ドに比してなまの演奏は甚だ少いように思うがどうであろう。 NHK日曜

日午前五時半に月一度位ギターやマンドリン合奏がきかされるだけで、外に特定の時間の割

当てがないらしい。これは虐待である。わが国にはわが国なりに、すぐれたギタリストがゐ

ないわけではない。放送局で係りの方が リサイタルなり コンクールに足を運んでくれるな

ら、一人や二人の演奏家を見出せないわけがないと思う。レ コー ドの方が無難で、安上りだ

という方針だとすれば、あまりに安易に過ぎるのではあるまいか。 NHKテレピに最近酒井

富_f::夫のアング）レンア四直奏が出ていた。クランック とフラメンコの中間をゆくものでテレ

ピやラジオ向きだが、クランックの本格的なものも紹介してほしい。音楽の窓の時間に服部

正指揮の時間があるのだから 、炭応マンド リンクラ プに出演してもら って、斯楽の普及向上

に一役買ってほしいものと思う。
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Lolita Tagore 

インドのノーベル文学宜受宜の桂冠詩人ラピンドラナート ・タゴールの姪ロリタ ・タゴー
ルはイタリアのゼノアに生れ。 17オの時ギターを始めた。ルイジ ・モツアーニ学校に入 り、
Prof. Carlo Pulladinoに師事し 、後トルコのイスタンプールの Prof,Andre Paleologoに
学んだ。 1950年10月ミラノのギター コンクールに入選以来有名になり 、12月ゼノアに於ける
リサイタルを振り出しに、一年余にわたってイタリア各地に油奏旅行をした。後オーストリ
アの Prof,Johann Rexeisにも就いたが、Segoviaとの初対面の折、その演奏をきい てもら
って 「大変有望だ」とほめられた。
その後ロリタはリスポンの扁等音楽院を訪ねてEmilioPujolに師事し 、最後の仕上げを

した。ロリタはド イツ、オース トリアの主要都市でも演奏し 、その都度名声を高めた。
ロリタははじめゼノアの loreuzoBellafontanaの製作したギターを愛用してい た が、

Nermann Hauser二世夫妻と親しくなり 、現在はその作品を愛用している。
最近の私信による と、タ ゴールの一番大きな希望は、あこがれの日本を訪ねる ことだそ う

である。

13 (99) 



T。
ヽイー ・

いへkr凡o-tt,'Tl"
叫応ふr内＼

・しい
ゞl.I .. -.. 

Julian Bream 

イギリスはギター音楽の育たぬ国と 言われ、ギターの哀徒近の述があったのは事実である。

ツェクスピアの時代にギターの前身とも 言 えるリ ュー トが栄え 、JohnDowlandやFr.

Campionのようなすぐれた作曲家の作品が数々伝えられている。ギターのかっての黄金時

代にSorとGiulianiが共にロンドンに在って技を競ったことがあり 、その後GiulioRegondi 

のような天オがイタリアから移り住んで名声を博したり 、Pratten大人の ような女性もあら

われたが、それでもイギリスではギターが育たなかった。それが従来の通念であった。その

通念をみごとに打破したのがジ ュリアン ・プリームである。

プリームの出現によって今やイギリスはギターの一等国となった述がある。当年24オの若

かさ である。セゴヴィアの次の時代の第一線のチャンピオンである。近くわが国でプリーム

の Lp が発必されるが 、 セゴヴ ィ アとはちがった• -―•円熟老成しない 、 若かさと輝きにみち

た音楽に大きな期待が寄せられる。
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Jose Duarte Costa 

ポルトガルはスペインと隣合っている国でありながら 、国語がちがうように、主要楽岱も

ちがっている。ポルトガルではギターのことを Violaoヴィオランと呼び、guitarraという

のは六絃マンドリン即ち Bandurriaなのである。しかしヴィオラン即ちギターが従米あま

り演奏されず、とくに民俗音楽には好んでパンドリア即ちギタラが用いられた。

ポルトガルにクラン ックギターを確立したのは JoseDuarte Costaだといわれている。コ

スタは1921年 9月4LIリスポンに生れた。幼少の頃からギターを手にしたが 16オの時Dr.

Jose Mendonca Bragaについて正式にギターを学び、25オのときデピューして喝釆を博し

た。その成功に注目した国立音楽学校は1948年にギター科を設立し 、パルセロナから Emilio

Pujolを迎えて教授とした。

コスタがその最初の弟子で、助教として後進の指達にあたった。彼は早くから作曲に志し

六巻からなる教本、オリヂナル作品など 100に近い作品を発表した。 ギターとビアノの組lIll

はレコードに録音され、喝釆を博しているという。

こ.1.に紹介する写其は昨年学友 Mが、学会でリスポンにいった時、親しく会ひ、とくに私

に寄せられた数莱の中の一枚である。
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乞ALMEIDA 

Lanrendo Almeida 

日本グラモフォン ・レコード会社が 8月新諮として発ぅ＇じする LPレコードの中に、アル

メイダのギター独奏した、12吋が 1枚含まれている （コーラル LPCM--1016、金1700円也＼c

これは「ローリンド ・アルメイダ ・ギター ・リサイタJ又＇ と追されていて、左の121111を組合

せていて、1晶木東六氏が解説を杏かれている。

第 ー・面

ll)セレナード （ンュ ーベル ト）

(2)アンダJレンア （レクオナ）

(3)セレナード （ドリコ')

(4)円舞曲 （チャイ コフスキー）

「絃楽用セレナード」より

(5)ラバロマ （イラディエ）

(6)セレナード （トセルリ ）

第二 ifli
(1)アディオス

(2)スペインのセレナード

(3)セレナード （モ i/ュコフスキー）

(4)セレナー ド （ロンパーグ）作

「学生王f」より

(5)セレナー ド （ドリゴ）

(6)プラジル人のウクレレ （ノ サレス）

アルメイダは現在キャピトル ・レコー ドと録j冷契約しているので、詳細は不明であるが、

右の取極め以前に行われた録音とみられる。

純枠のギター曲集ではなく 、「セ レナー ド集」の感が深い。けれども夏の夕から夜にかけ

て聴くにふさわしいと思はれ、この発売はタイムリーである。この Lpの普及でアルメイダ

の油技は、日本の隅々でも鑑宜されよう 。

（藤田）

ー一挿絵は高橋に贈られたクリスマスカードより•一→
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フラメンコ類語集

a 右手第三指（簑指）anularの略 られた舞曲でグラナディナスに似てい

acorde 和絃又は和音 る

aficionado 然心家、ア マチュア castanuelas カスタネット

afinar 調絃する

aire メロディ 又は唄

alegrias 主として女の踊る曲。ギター伴

奏はイ長調又はホ長調

aro ギ ターの~rllJ部

arrastre グリッサンド Portamentoと同

じ

arriva 上、Porarrivaはホ調を謡味す

ay! フラメン コの歌いはじめの言茉

bailador又は bailaor 男の踊り手

bailadora又は bailaora 女の踊り手

baile 踊

bandurria 複絃六対のマンドリンに似た

スペインの民俗楽器で、プレク トラム

で演奏する。ホタなどの踊りの旋律楽

器として用いられる

becuardo ナチュラルの記号

bemol フラ ットb
blanca 白、半音

boca サウンドホール

bolero 3/4拍手の古いスペイン舞踊

bordon 第六絃

bulerias アレグリアスに似た速いリズム

の舞1ll1で、お逆化た仕草が入る

cabeza ギターの頭部

cana 昔の歌で、ソレアレスに似ている

cancion 民謡

cancionista 民謡歌手

can tad or又は cantaor 男の歌い手

cantadora又は cantaora 女の歌い手

cante フラメンコの唄

caracoles アレグリアスに似た歌曲で、

ギターの伴奏はハ長調

cartageneras 古い港町カルタゲニ アで踊

17 

ceja バレ

cejilla 移調器で capod'astroともとば

れる

cifra 昔用いた記諸法で、5線の代りに 6

線をギターの各絃に見立 立已した

chico又は cante 小唄、 古い cante 

grandeに対する近頃の気怪るな唄

clavija ペッ グ （絃巻き）

colocacion ポジンョン'

columbianas 南米コロムピアで盛に踊ら

れるフラメン コ調の舞曲

compasパー、 In compasは調子を正し

く、又はリズムを整えて、の謡

con 持っ て

copla 唄の一節

corchea 四分音符

cuadro flamenco 歌とギターと踊りから

なるアンサンプ）レ

cuarto 四、第四絃

cuerda 絃

debla 無伴奏の古い歌

dedo 指

derecha・右手

desplante 踊りが最姦調に達したときの

指の独得な仕草

detalle 詳細

do ド、ハの音

e 右手第五指の略

escula スケー）レ、音階

estilo スタイ）し

estribillo 唄の繰返え し、リフレーン

fa ファ、への音

falseta フラメンコの基準の調子

fandango 歌と踊りのついた非常 に古い
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曲で、ギターがホ詞で伴炎する。 fan-

dangillo はフアンダソゴの小さいも

の・

farruca 4/4拍子で、ギター伴奏はイ短調

feria 祭、祭の音梨

flamenco もともとフランドール文化と

いう意味で、他l叫趣味という謡

garrotin ナンセンスな歌詞をもった探1111

でリズムはフアルカ調、ギターイ半奏は

，，、長調

gitano ヒターノ即ちジプン一

golpe 打ちおろし、打絃と同時にれ手第

五指で、ギターの共I!！)板を叩く法

golpeadores ゴルベの効朱も出すためと 、

ゴルペで共嗚板をいためないようにギ

ターのサウンドホールとプリッジのIIIl

に右側又は両側にプラスティクの板を

貼りつけたもの

granadinas ムーア人の占部グラナダに

発した算1||lで、一人 で踊り又歌われ

る。ギターの伴奏は口調、フアンダン

ゴに似ている

gr:inde, cante grande 即ち昔の市々し

い歌

guitarra ギター

guitarrista ギター炎者

guajiras 南米におこったと言われる活液

な叫曲で6/8と3/4のリズムが交互に

入る、ギターのfr,失は二長調が多い。

hondo, cante hondo 意味の深い歌で古

くから伝わっているもの、例へばマル

チネーテ、セ ギリアス 、カーニア 、ソ

レアレスなどもこれに屈す。

huclva 大西洋岸✓-） 占い港町で 、 フアンダ

ソゴの発生地と言われる 、ウエルパは

歌と踊りがつきものである。

i 右手第一指 indiceの略

izquierda 左手

jota スペイン中部から南部にかけて広く

踊られる料曲で、色々な咎え手があり 、

(104) 

アラゴンのホタが一番布名である。

la ラ、イのff
laud スペインのリュート 、複絃六対の銅

鉄絃を張っている。

levante 東JかUIlちスペイン東部のアルメ

リア 、ム）レンア地方の総称

ligado スラー 音と音のつながり

lento ゆっくり

m 右手中指 medioの略

macho 歌の中の独得な節妃しのカデンツ

ア、カーニアなどにきかれる。

rnalaguena マラガ地方のフアンダンゴ

調の舞曲で、ギター伴尖はホ認

mano 手

martinete セギリアスに似た古い歌で、

主に炭鉱火の歌ったもの。

mastile ギターのネック

major 辰調

medio 中指

menor, minor 短調

meninque 小指

mi ミ、ホの音

milooga 南米の舞曲でフア）レカに似てい

る

mirabras アレグリアスの替え改で、ギダ

ーのイ‘乍炎はホ杖調

notural ハ長の行階

nota ノータ、 楽陪

ole! 掛け声

P れ手拇指 pulg::irの略、ラスゲアド奏

法では締に pequenollllち小指 （イi手）

の略に使いられることがある。

palmada又は palmas 手拍手

palillos 鉗人用の小さなカスタネット

panaderos ポレロに似たアンダルツアの

舞曲で、セピリ アナスより少しテムポ

がおそい。

paseo 踊りの中でステップを迎ぷだけの

仕耶、こ.I.でfIづ父に用いられるのがフ

アルセタである。
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-peteneras アンダ）レツアの多埠曲で、リズ

ムはグア ヒラに似てい、 ギターのイ‘屈終

はホ調

paqueno 小、 又は小指の、迎

picado かき嗚らし

pitos 指をはじく音で、カ スタネッ トの

代りに）「Jいられる。

playera 古い吹きの唄

par ために、そばに、就いて 、などを意味

する助涸、Alegriaspor buleriasと

はグレリアスによってつゞけられるア

レグリアスの意

l)rima 第・、第ー絃

puente プリッジ

pulgar 拇指

punteado ラスゲアドに対し、 一音ー音を

拾って弾く奏法

quinta 第丘、釘紅L絃

re レ、この音

rltmo リズム

rasgueado, ras又は rasg. 爪でかき嗚ら

す炎法で、プンテアドに対する語

rondalla パソドリアやラウドやギターに

よるアンサンプ）レ

rondena ロンダ地方のマラゲニア風な：吹

lllI。ロンダには斗牛の学校がある。

saeta セピリアの祭りで、 聖歌に似た行

迎1JlJJ武なおごそかな曲

salida 踊り手の登場

seco 右手を爪もろ共絃にぷっつける和絃

炎法

seguidi llas むづかしい リズムの古い フ

ラメンコ拌曲で、ギターの伴奏はハ調

seguiriyas セギデ リアのアンダルンア訛

serranas セギリアに似た古い歌で、歌詞

がむづかしく 、ギターの伴奏はホ調

sevillanas セピリア地方の 三拍子の舞rtll

sexta 第六、第六絃

si ツ、口 のi,1・

siquiriyas, siguillas 
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ヽ
セギリアスの訛

sol 卜、

soleares カンテ・オンドに屈する古い歌、

孤独を意味する 、ギターの伴委はホ調

又はハ謁

sostenido vャープ ＃ 

taconeo タップ、靴のかがとを床に叩き

つけて踊る

tango, tanguillo 2/4拍子の交しい舞1lb

tapa ギター．の表1ui板

ta ran ta アルメリア地方の鉱山町で踊ら

れる舞IlIIでマラゲニア風なもの

taranto タランタに似た二拍子の群曲

tercera 第三、第三絃

tercio 歌の一節

-tiempo テムポ

tientos タンゴに似て、それより や .1.ぉ

そい、 ギターの伴奏はイ調

tocar 演奏

tocador又は tocaor フラ メンコのギター

奏者

todo 全部

tona 非常に砂無伴奏の歌

tono 調性

toque フラメンコの様式

traste ギターのフレット

tresillo 三連背符

verdiales マラゲニア風でもっ とリズミ

カルで研液な判IlIl
vidalita ミロンガに似た南米の歌

vivo 元気に

zambra タンゴに似た 4/4拍子のジプン

ーの舞1111

zapateado フラメン コ独得なタジプ

zorongo 詩人ガルンア ・ロルカが復活し

てそれ以来再び歌われ踊られる よう に

なった古1111。

一 添附楽精について

作1111者ペーター ・センツールはロ ン
ドンで括蹄しているクランックとフ
ラメン両様のギタリスト。 Proces-
sionというのは ギリス ト教の祭の行

―ーダIJ でおこ•そかな静かな曲趣のもの。
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マンドリ ン 雑 考

・ ◇ 

甲藤 三千雄

Michio Katto (Tokio) 

マンドリンのピックを楽船と一緒に持ち歩いたり 、一・寸演奏した後のピ ックの取扱など案

外無、意識の内に取扱われて居るのではなかろうが。一番多く見受けられるのは、ピックを絃

の11りにはさむ人が多い様で、是は便利だしピックを紛失する様な事も四き忘れる・Jiもないの

で、大低やって居る様である。然しながら此れは止めた方が良い。と云うのは、絃の調律を

狂わせる恐れがあるからである。演奏会とか、放送などで折角調律された絃がビックをはさ

んだ為めに狂って居るのを知らず、いざ弾いて見ると一対の二本の音が迩ってしまって、あわ

てると云う事も無きにしも非ずで、マンドラ以下低音梨器はまだそう云う＇田は稀であるが 、

マンドリンは兎に角音が狂い易いので、ピックを絃にはさむ事は止めた｝jが良い。

それから人によるとピックをマンドリン．のサウンドホールに投げ入れて、弾く時に楽器を

倒さにしてガラガラ振ってピックを出すのを見かけるが、是も余り休裁の良いものではない。

私は小さなセルロイドのク リーム入にピックを数個入れてポケットに入れて持ち歩く事に

して居るが、楽器と別々に持って行く訳tこから一・寸忘れ易い様だが、姐も閃柑であろうか楽

器丈持ってピック入を忘れたと云う事はない。

ずっと昔の事であるが演奏会にピックを無くすといけないと思い 、ピックを手に握って廊

下を走って行く時 、 ピックを飛ばして何処へ行ったか探すのに大弱りした •J~があった。小さ

い形のものだけに其の取扱は十分注慈しなければならない。

◇ 

クワルティーノ（ビッ コロ ・マン 1:-・リン）マンドラ ・コントラルト 、リュ ート、 以上三つ

の楽器は私の考ではマン •ドリン ・ オーケス トラ の編成梨器として無くもがなと云う磁じがす

る。

先づクワルティーノであるが、是は将通のマ ンドリンより四度音程が翡く 、梨路の大きさ

も小型である 辻此れをマンドリン ・オーケス トラに入れた曲は、外国のものには殆んど見受

けられないが、武井氏の朝肝の印象のg頭に此の楽器のソ ロを用いて居る。可憐な i,tがする

が、 余り良い楽器ではない。特に此の楽器を使用せずとも普通のマン ドリンで十分事足り

る。武井氏も朝鮮の印象初演の時は使用したが、 二度目の時はマン ドリンで弾かせた。

マンドラに二種類あって、一つはマンドラ ・ラノーレ 、一つはマンドラ ・コントラルト

である。前者はマンドリンと丁度ーオク タープ低く 、後者はマンドリンより五疫音程が低い。

Pascual Roch著 伊東尚生訳 ・月村茄孝註

叢新ギクー奏法 （タルレガ教程）

第一巻第二巻 定価各巻 600円送料 40円

限定出版のため至怠御申込み下さい。

申 込所 ・岐阜市梅河町一丁目六

取次所 • 宮城県亘理郡山元町坂元

(106) 

妓阜ギター 音楽 研究会

（振替名古屋 60 7 4) 

高橋方 アルモ ニア
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マンドラ ・テレーレはマンドリンオーケストラ の重要な役目を持っ て居り 、マンドリンの主

旋律と対応して屈々大切な旋律を奏する。マンドラ ・コントラルトはレギ ュラー・ オーケス

トラのヴィオラに相当し 、マン，ドリン ・オーケストラでも可成り使用されて居るが、矢張楽

器の棉造上、マン．ドラ ・テノーレより i別行、音批共に劣る為め、場合によっては此の楽器を

避けて 、 マンドラ ・ テノ ー レを代用させた方が良いと思う。楽曲の中には 、 マンドラ ' • コッ

トラ．）レトでなければ行質上表現出来ないものも稀にあるが、大体に於てマンドラ ・テノ ーレ‘

に附き換えられる。尚マンドラ ・コントラ）レトの楽譜は中紅符記号で記されているから 、高

音符記号に変えて使用 しなければならない。

リュートはラッファ エレ・カラーチェが独奏楽器として 、自分で作曲した数多くの独奏曲

によって、非常に価値あるものにしたがマンドリ｀ノ ・オーケストラに於ては、マンドセロに

よって十分代用出来るから 、わざわざリュ ー トを一つのパー トとして使用する必要はない様

である。大低マンドセロとリュートはユニソンを弾かせて居るし 、特に高い音程を必要とす

る場合はリュ ー トに役目を持たさずとも 、マンドラが其の役目を果す筈である。

◇ 

マンド リンオーケストラ のステージに於ける楽器配謹であるが、第一マンドリソと第ニマ

ンドリンとは指揮者の左と右に岡かれ、マンドラが客席の正面に向くのが前からの習恨であ

った。客席からステージに向って右側は梨器のサウンドホ ールが客I,i['に向くから良いが右側

はサウンドホールが客席の方に良くて垂直、下手をすると後向になってしまう。フレット楽

器は音の出る所がサ ウンドホールであるから其の向によって音砿に非常な相述が出て来る。．

従来の第ニマンドリンの位四は其の為め非常に不利な場所であった。それで無くとも、第ニマ

ンドリンのメムパーは概して第一マンドリン ・バート より技術的に下位の人が来るのが普通

なので尚更である。第一マンドリンと第ニマンドリンとを左側に並べて、マンドラを今まで

の第ニマンドリンの場所に持って来る配跨を試みた所、是は割合に良い結果を得て居る。次

にギターを此の位問に配置する試みも為された。過般の東京に於ける四大学マンドリンクラ

プの合同演奏では是の配；性を取った。然し此等の配置法が最良のものであるとは思われな

い。今後各楽器の配四法に就いては十分の研究が必要である。

◇ 

マンドリンオーケス トラ に於けるギターの絃をスティールにするか、ガッ トにするかは相

当大問閣である。過般の四大学マンド リンクラプの合同演奏では東京側が全部ギターにステ

ィールを使用し 、！掲西側はガットを使用した。私個人の意見であるが、何となく 、ガッ ト絃

のギターをマンドリンオーケストラに入れるポは、丁度、水彩画の一部にクレヨソを入れた

様な感じで、其れが上手に調和されて画かれた時はさ仕ど目立たないが、矢張り 、お互にな

じまない様な感じがしはしまいか。ギタリストがスティ ールを全然使用しなくなったならば

是は止むを得ないが、マンドリンオーケストラに於けるギターは矢張り 、スティールを使用

して欲しいと思っている。 (32-7-16) 

特製手エギター
（音質清純、音紐豊富、価格低廉）

21 

楽器製作家 加納 実

名古屋市昭和区長戸町 2の28
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海外ニ ュー ズ

イタリア ：一

7月15日から 9JJ 15日に至るンエナの

Accademia musical chigianaの第 26回

目レ ッス ンの案内状が入った。ギターは

Segovia,ヴィウエラと初期のギタ ー音楽

は Pujolが迎えられたことは例年の通りだ
／一

が、今年はとくに、セゴヴィアが演奏旅打

で留守になる勘合は、こ の間 AlirioDiaz 

が代行するとlリj記してある。デイアス の声

名いよいよ高いわけである。

出版社 Berbenの 近刊案内をみると

Carulliの作品21のギターと ビア ノのソナ

タ、 Diabelliの作品68のギタ ーと ビアノ

のソナタ 、Giulianiの作品 71のギター三

犯炎曲、それに Paganiniのギター独奏、

パイオリンとギターの曲 、ギターを含む

室内楽曲など好ましいものが数々出てい

る。Mozzaniの独奏IIII集が CarmenLenzi 

Mozzani（夫人か娘であろう）の監輯 で

出版されたの もう れしい。外に Miguel

Abloni” の監軒で編1111のピースが十曲も出

ている。フィンランドの IvanPutilin,ス

ペインの PatricioGalindo,メ キ ン コ の

Flores Mendezもこれに参加している。

アプロニスの編曲

Beetboマen:卜調ソナタ中のロマンス

A.Scarlati:ガポッ トと ミヌエット

Schumann：作品68中の三小品

Bach：二つのプーレ

ガリンドの編曲

Mouzzorgsky :古い城門（展捉会の絵より）

Tscbaikowsky:ロンアの教会堂にて

Beethoven:メヌエ ッ ト

プテ ィリンの編曲

Tschaikowsky:白島の湖のテーマ

Sibelius：蜘蛛の唄

フローレス ・メンデスの編曲

De Richee:四つの小品。
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イタリアといわず海外ではギター楽譜が次

々と出版されている。 1:1本ではギター楽諸

の出版など思いも よらない現状である。

スペイン： 一一

2月14日マラガのグ ラナ ダ大学でFr.

Gonzalez Sanchezの リサイタルがあ っ

た。サ ンチェスは Prof.Jose Navasの門

下で、ナパスの近作「スペイン風タンゴ」

を初演し絶讃を博した。 •

2月24日マドリ ッ トのギ ター協会主催で

パンドリアの SantiagoNebotとギターの

の AugustoHitoジョイントリサイタルが

あった。オ、ポートの父は夕）レレガの弟子で

ネポート のパンドリアはすばら しく 、外に

Manuel Diaz Canoと組んでステージに

立ったりしている。

` 3月10日マドリッ トで Antoniomemb-

radoの リサイタルが あっ た。Il’l：年秋ジュ

ネープの閃際音楽コンクー）レ入宜以来初の

リサイタルのせいもあって泌艮の盛況で、

演奏もすばらしく 、Morena-Ruendiaの近

代ソナティナの初油が注目された。 これは

メソプラドに献呈されたもので却々すぐれ

た曲であ った。

3月25Hパレンンアに近い Castellon,de

la Planaで、パ レンシアの画家 Ignacio

Pinazoの描いたタルレガ恢を市に献上す

る式が行われた。献上れはタルレガ0_)息子

恥anciscoと娘 MarietaRizoで、 この日

Manuel Cubedoの特別演炎会が行わ れ

た。当日の曲目は

サラパン ダと ドオプル パッハ

タ）レレガに捧ぐる悲歌 フォルテア

前奏曲第三番 タルレガ

華脱な錬？判曲 II 

ムーア舞Jt!J ,, 

タルレガ詔歌 プジョ ール

朝の曲 タルレガ

アラピア狂訪曲 ” 
4月4口ReginoSainz de la Mazaが
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マドリットのアテネオに出油し 、竹絃楽伴

奏で「Campionの古風なテーマによる組

曲」を初演して喝采を附した。

5月27日から 6月 1日に至るマドリッ ト

のギター週間にはデ ・ラ ・マサ、ディアス ・

カーノ 、アントニオ ・メンプラドの出油は

決定したが、セゴヴィアとナルンオ ・イエ

ペスも参加が期待されている 、とのことだ

ったが果して実現したかどうか、その後の

ニュースに接しない。

イギリス ：ー一

スペインに生れペルギーに住んでいる

Nicolas Alfonsoは 3月1111ロソドンの

Wigmoreホールでリサイタルをして成功

した。中でも J.Rodrigoがアロンゾに献

曲した Bajandode la Meseta（邸原を下

りて）が注目された。

Royal Festival Hallの慈善名楽会に

Julian Breamが出演した。こ、れにはソ

プラ ノ歌手 IlseWolfやヴァ ＇ィオリンの

Campoliが出演したのであった。

3月31Rと4月 1日に Weberの一硲オ

ベラ「アプ ・ハッサン」が BBCから放送

されたが、これにはパーミン ガムのギタリ

スト FreddiePhillipが出油して一応成

功した。

6月 17日には VictoriaKingsleyが ア

メリカから帰って初のリサイタルを聞いて

好評を得た。John Dowland, Mudarra, 

Mozart, Brahmsの外プラジル、スペイン 、

フランス等の民謡を歌い弾きして、大へん

な評判だったらしい。

ギターの弾き歌いで有名な JohnRunge 

はアメリカの演奏旅行を終えて 6月ロンド

ンに帰ったが、アメリカではテレビやラジ

オWNYCに出演し 、Lpにも八曲吹込んだ

ほどで、大成功だったらしい。

フランス ：ー一

3月4日 &arcielaPomponioと Jorge

Martinez Zarate夫妻のデュオリサ イタ

ルが SalleChopin-Pleyelで開かれた。lllI

目は Bach,Galluzo,, Schubert, Albeniz, 

Aguirre, Iglerias, Villoud, Villa-Lobos, 

Granadosなどからなっている。

6月4日 IdaPrestiと Alex.Logoya 

夫妻のデュオリサイ タルが バリの Salle

Gaveauで行われた。 パリのギタ...:...友の会

々長 AndreVerdierが送ってくれたプロ

グラ ムに よると

第一部

Laufensteiner イ短調ソナタ

C ouperin-Lagoya 三つの小品

A. Scarlatti-Lagoya ソナタ

J. S. Bach-Lagoya前奏曲とフーガ

” ジーグ

F. Sor主題と変奏

第二部

H. Ambrosius小さな演奏会用llh

Ida Presti vャンソン

Daniel Lesur悲歌（夫妻に捧ぐ）

C. Debussy-Lagoya 月の光

E. Granados-Lagoya ピラネスカ

M. de Falla-Lagoya はかなき命の舞

rlu 
プレステイ 、ラゴヤ夫妻の RCA盤 Ep

レコードはすでし枚を数えるに千ピった。

Francois Menichettiから又 Decca.450 

657のEp盤が造って来た。 RobertMartin 

の北極星 Haydnの中のメヌエッ トTschai-

kowskyの無口歌、自作の行進曲が入って

いる。

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

4

5

6

 

オーストリア ：＿

2月19fl G. Pomponio, J. M. Zarate 

夫妻はウイーンの高等音楽院でデュオリサ

イタルを持ち成功をみた。そのIIh目の最

後に Nanueldel Olmoの新作 Suite

Hispanaが初演された。この組曲は四章

からなる絃楽四重奏曲で第一ヴァイオリゾ

Smini Chryssochon第ニヴァイオリソ

Elisabeth Kuttlerヴィオラ Elisabeth

23 (109) 



Bisanzチェロ AdalbertSkocizの仕助出

油によるものだった。

2)」27日には国立背楽学校のOttoZykan 

のI1りF生の発表会があった。
3)］ 61Jウイーン育楽学校の Prof.Karl 

Scheit 11り下生のギター演奏会が開かれた。

就中 ThomasKakuskaのヴァイ オリンと

Heide Hoschekのギターで 0.Sieg!作二

短調ソナディネが演奏され喝采を博した。

3月23A Mozart楽堂に於ける Prof.

Luise Walker Hejsekの演奏曲目は

G. Aldovrandini サラパンデ

F. Martinりアリア

L. Roncalli ホ短調組曲

F. Sor アンダンティノ

II フラン文の歌による小変奏曲

H. Haug ギターとピア ノのための幻想

曲
（ピア ノHermannNordberg) 

M. Torroba カステリア組曲

H. Villa-Lobos 錬習曲第八番

A. Segovia 光なき錬習曲

A. Roussel セレナーデ

F. Tarrega アルハンプラ の思出

Barrios-Prat アラゴンのホタ

このリサイタルは、ワルカーの最善至i，恥の

ものだったと の批評がみえていた。

5月にはワルカーが Baden-Badenでス

イスの指揮者 Sten-Ake Axelsonの指 揮

でJ.Rodrigoのア ランヘス協奏曲を演奏

した由。
5月21日にはイタリアのLolitaTagore 

が Schubert楽堂でリ サイタルを持ち 、こ

れ又従前にない成功をみた。

スイスの Dr.H. Leebがウイーン の音楽

週間に参加して Takacsの近作 Partitaを

上手に演奏した。非常な難曲の由。

ギター ・
ウアイオリン 製 作家

Maria Luisa Auidoはプカレストから

油奏旅行の帰えり ウ・イーンに立寄る予定。

オルトナー教授の一人息 f• で早逝した
Dr. Oswold Ortnerの論文が近く刊行さ

れる。

Dr. Josef Klimaが 「ラウテ音楽」と坦

する論文をア）レモニアに寄稿する。

ワルカー夫人は夏の 「ウイーンの宮殴音

梨会」に特別出演することになった。

オランダ ：ー一
4月22日Goudaで本年殷マ ンドリンオ

ーケストラ ・コンクールが行われた。会場

はコンコ）レディアで24団体が参加した。六

つのクラスに分かれて競演され、夫々一位

二位が決定したが、 本年度から制定された

指揮者に贈る Joh.B. Kok宜はアムステ

ルダムの合炎団 Caeciliaの指揮者 Cbr.

Mouterに授与された。

アメリカ ：一
3月15日Carnegieリサ イタルホールで

セゴヴィアの愛弟子 JesusSilvaのリサイ

タルがあった。 こ の会で ManuelPonce 

が生前ン）レバのために作曲した「二つのヴ

イグネット 」が発表され、好評を博した。

4月12日Greenwichの演奏場でAJbert 

Valdes-Blainのリサイタルがあった。曲

目は

Milan パパーヌ
Sanz 11 

Frescobaldi 歌謡調と変奏

Weiss イ長調組曲

Sor ソナタ （作品15)

Ponce 三つのメキンコ民謡

Tansman カパティナ

Tarrega アラピア狂詩曲
Torroba アレグレット

Albeniz アストリアス

中出 阪蔵

東京都中野区城山町24

〇蚊翡技術による尤も良心的な作品として諸先生）jに御愛用穎っています。

0輸入楓材及びバリサンド）レ材が多数入荷しii虹晶’,0)御，注文に応じて居ります。

0ォーガスチ ンナイロン絃も多数入荷していますから御愛Jl-j願ひます。
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• •国 内 ニ ュ ー ズ

6 • 22 京本輔矩、横尾幸弘のジョイント

リサイタル東京大学誂堂

1 横尾独奏

プレリュ ー ド バッハ

メヌ エットとガポット グルック

涙の讃歌 ンュ ーベル ト

アマゾン河の物語 エンリケ

無言歌 横尾幸弘

ABC変奏曲 横尾幸弘

2 京本、横尾二重奏

セレナーデ カルリ

嬉迅曲 ソル

3 京本独奏

プレリュ ー ド第一番 ロボス

ワルッ ポンセ

悲しみ アギーレ

小麦畑で ロ ドリゴ

メロディア トロパ

ベネヅエラ舞曲 ラウ ロ

6 • 22 岐阜ギター研究会の第七回ギター

を楽しむ会岐阜タイムス講営

第一部

1 本多健二、村瀬省三 二重奏

夜曲第二番 カルリ

2 福井稔明独奏

行進曲 カルカッン

3 都 筑健独奏

愛のロマンス ゴメス

4 神谷恵文独奏

前奏曲とアレグロ ム）レンア ・プジ

ョール

5 池田宏独奏

ロマネスカ ミラン ・セゴヴィア

第二部

1 安江あや子独奏

ソナチネ パガニーニ

2 池田、村瀬 二重奏

25 

セレナーデ第二番 カルリ

3 本多独奏

ファッタジア ミラ ン・プジョ ー／レ

4 伊東尚生、荘村正人二重奏

夜曲第一番 カルリ

第一歩 ソJレ

5 マンドリン五重奏

セレナータ プランツオ リ

砂漠の隊裔 マチョッキ

第三部

1 村瀬 独奏

モレナ山脈 ガルンア

2 岩田春子独奏

大利根武井守成

3 武山 勇 独 奏 '

愛らしきワルッ コス ト

4 堀博独奏

プーレ パッハ ・タルレガ

5 伊東、荘村、堀三重奏

ニ長調 トリオ グラニアーニ

6 マンドリン五重奏

タンゴ「OO」 サル トリ

ベルンアの市場にて ケテルピイ

（特別出演 花村清志）

アンダンティノ メルツ

ワルッ ハンテン

6 • 29 斎藤勇門下生演奏会 YWCAホー

ル、バイオ リン独奏、ギター独奏、二重奏、

三重奏、大合奏の外法政大学ギタークラ

プの出演あり 、最後にギター斎藤勇、フ

リュ ート 矢羽資永、ヴィオラ平沢昌によ

る次の室内楽演奏あり

メヌエット ウエーパー

ソナタ クロイツェル

6 • 29 熊本スペイン ギター研究所第十回

演奏会熊日別舘

第一部独奏

山内秀一郎 ・落葉の枯 武井守成

中川啓雄ワルッ カーノ

アデリ ータ タルレガ
，， 
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川添広 ・ 軒，切るリ秋雨武井守成

あぢさいの唄 大河原義衛

塩山妙_f.. マリアルイサ サグレラス

タンゴ クエレール

西）f祁ー ・アンダンディノ コス ト

ワルツ ソ）レ

焦1.B康f・. 夜曲ヘンツェ

雨だれ リンゼイ

西野博 ・メヌエット ヘンデ）レ

ガポット バッハ

第二部合炎

小川油子、塩山妙f.、黒田康子三玉癸

ガポット ラモー

セレナーデ ンューペルト

田辺進、謀井棺ー、川添広 三重奏

さくら変癸1ll1 11本古謡

アダヂオ カル

麻生律男、桜井利生二重癸（特別出油）

第一歩 ソJレ

二人の友 ソル

第三部独炎

金城野太郎 ・涙 タレガ

アメリアの笠 リヨペット

鋤崎猛志 ・ 巡礼の'!U 中野二郎

変の詩ゴメス

田尻保輝 ・ ギャ ロップ ソJレ

メヌエット バガニーニ

小川憫f・ パレエ グルック

慕口歌 メンデルスゾーン

木村伐信 ・アルハンプラの思出 タレガ

田辺進 ・ バパーヌ タレガ

・ メヌエット ソJレ

村上岳男 ・ ロマンツェ ワルカー

マヅルカ レユアーニ

西野博 ・ アストリアス アルベニス

スペイン小夜IHI マラッ

小さなワルッ ポンセ

7 • 6 hlri.如正信（当年12オ） i貨炎会 奈

井江町（北油迅）住友労拗会舘

A 古典

ワルツ カルリ

(112) 

アンダンテ カルリ

B ポピュラー

ドイツ民講 蝶々

アメリカ民諒 旅愁

C 浪慢 ・現代

アンダンティノ 、アレグレット 、行進

曲カルリ

河本政治、田中勝美、和島秀雄の賛助出

演あり

7 • 11 北方マンドリン倶楽部創立34周年

記念旗癸会 函舘市公民舘

1 合長南場康継指揮

油奏会用幻想曲 グラウト

さくらさくら変約111 高橋正

砂没の沃地にて マルティ

2 ギター独炎 竹内昭次郎

パイレチート（本邦初油）アプロニス

涙 タルレガ

パッサカリア ポッンュ

3 マンドリン独炎 田中英樹

ひとりそなたヘ フランチア

4 マンドリン五重奏

二辰潤五頂奏曲 ンユッペ

5 合癸

タン ゴ集 詞橋正糾

夜に（舟肌）パルローニ

モーツアルト幻想曲 コック

7 • 14・ 黒石マンドリンクラプ第八回演奏

会黒石小学校音楽：it(，り森県）指揮三上

i父晴
1 註惑島 (Jf1ilJ)コック

2 カステリアの踊 マチョッキ

ナデジア ，I 

吹きの天使 ／I 

3 ギター三'11:奏（船水、三浦、山田）

パッサカリア ポッンュ

愛のロマンス ゴメス

ンエラモレナ ガルツア

4 愛の克び マルティーニ

5 芸術家の生涯 ンュトラウス
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6 ペルンアの市場にて ケニ）レビイ

7 ,？蛾 木村絃三

8 雨と コスモス 武井守成

9 占戦場の秋 小池正犬

10 組曲［蝦夷」 鈴木静一

7 • 20 仙台いづみギター研究所第ヒ回発

表会裔工会議所ホー）レ

特別出演 阿部炭司の曲目

主題と変奏 フレスコバルディ

メヌエット ラモー

ガポッ ト パ ッハ

ソナタ チマローザ

入江の便り ア）レベニス

マヅルカ タレ ji

アラピア風狂想曲 タレガ

夜想rtlJ トロパ

プレリュ ー ド第一番 ロボス

カンツオネッ タ メンデルスゾーン

7 • 28 日本ギター連盟主催第；；て同ギター

コンクー）レ 東京千代田会舘

課題IlII 沢 夕）レレガ

出祇者及び「1山曲

山口好生 ・ バノ←ーヌ ミラン

柏木式 ・トロイマライ i/ューマソ

品橋広 ・ フィンガールの洞穴メルツ

斎iど91・アルハンプラの思出 タルレガ

宇田川禎ー ・ マリエタ タルレガ

中林祁共 ・さざ波にたゞ よう月光 自作

槙佐 ・メヌエット ソ）レ

武片達也 ・ ピポ ・エ ・エネルジコ テ

デスコ

河合敏満 ・ グランソロ ソ）レ

加膝1，'｛•久雄 ・ アレグロス ピリ ート ジ

ュリアーニ

呂昭絃不 朽 自 作

松本和博マリ エタ タルレガ

吉田謀太郎 レイ エンダ ア）レベニス

審査の結果第一位斎藤勇第二位中

林悴真 第三位宇田川拍一次席武片

達也入逆。

7.29 竹内郁子マンドリン研究所発表会

新丸ピル地下ホー）レ

-．．各合奏団御愛用 日本ギター教授者協会推四

音のよい丈夫な安心して

御愛用願える ！！

優秀楽絃

特選高級絃

マヂエステイク と クルレガ

マンドリン 絃 ギクー絃ば；よ｝

マンドラ 絃 マ ンドチェロ絃

マンドローネ絃 ギタロー＊ 絃

（ナイロン絃各種）

.. ••……••••ー・・・・森級 ガツト ギ タ ー
・ マ
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発売元 三好楽器商会

営業所 大阪市生野区林寺町4丁目248
(rIj氾クダラ屯停西ノ辻北入）
振 朽大 叛 36 5 6 0番

特価 ¥11,000.
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アルモニア・パ ックナンバー

主要目次

新しい誌友からパックナンパーの照会が度々まいりますので、昨年度の主変目次を再録して

御返下にかえます。各りまだ残部があります。

第：：：沿第 •9j•モーツアルト特集

モーツアルトに就いて……・::…・ ••小西 誠一
モーツアルトのマンドリン音楽…i'，枯 功
ギター曲になったモーツアルトの行楽

・・・・・・・・・中野 二郎
ウィーン派のギター i,'j•楽・・・………科梃 功
純料時の注磁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ワ ル カ ー
ギター音梨入1'り...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アプロニス
タルレガ教程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,:・:j橋 功
OSTの復活に寄す・．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．，謁橋 功

油外ニューズ ・国内ニューズ
楽消 モーツアルトのメヌエ ット

（中野組）
モーツア）レトのドンジョバンニの
セレナータ

添沿与共 モーツア）レト 、ワルカー夫人、
イエペス

第三巻第二リ・ セゴヴィア特集

ソルの20の純料曲集のIf言•……・・セゴヴィア

セゴヴィアのジャケット解説l1)•••安達 右一

防想..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..叶I野 二郎

ギター音楽入11II(6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アプロニス

油外のプログラムをみて…………翡橋 功

スペイン遊学記・・・…...……・・・・・・・・・小原 安正

小原安正氏との対談………………安達右一

油外ニューズ ・国内ニュ ーズ

楽諮 ツェポリ作アスピアス編 アリア

、与真 セゴヴィア（四莱）アスピアス

第三巻第五り 中南米行楽特i-
ラテ‘ノ ・ アメリカの教訓•…… ••野椅浩
中南米音楽について•• • ………••木村喜久弥
中南米のギタリスト逹……...…，＇，．：j橋功
随想· · ··············· ···· ··· ··· ·· · ··· ·• •Ill野二郎
セゴヴィアの因筒
セゴヴィアのLpジャケット解説（完）

........•安迄右

ガポテイのセゴヴィア…………，i5田三九＝訳

テデスコの短歌・・・………………小船辛次郎
ダイナミックギター研究報告…1J頃 翁介
外遊記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー：：補文次郎
フランス楽界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..松本 太郎
u記抄・・・・・............................,,;;j屈 功

写兵 ユパンキ 、オヤングレン、ガスコン
ロノエル ・ンモーエス

楽譜ガスコン作悩み（ハパネラ）
武井守成作軒訪るヽ秋雨

(114) 

第三巻第ニ・fj・ プジョ ール特集

プジョー）レ自伝••……•…………南出克太郎訳

プジョール1'r温表・・……………中野二郎

パリできいたプジョー）レ……•••小西 誠一

前古りし i'1梨とギター...……• • ・・・・小船幸次郎

ギター取扱J.:の注磁……………荒井史朗

油外短信、海外ニュ ーズ、国内ニュ ーズ

楽滸プジョール作古。

写只 プジョー）レ、クエルバス 、クベド

第 三巻第 四刃・

セゴヴィアのLpジャケット解説…安達右
メルツの生涯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....高橋 功
メルツの作品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..中野 二郎
パルベロの息出・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・•小原 安正
スペインのギター製作家・・………翡橋 功
ギター音楽入1咆7)・・・・・・・・・・・・・・....…アプロニス
OSTの復話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小西 誠 — 
東京斯界近況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..…柴山 猛火
油外マンドリン界近況
油外ニューズ ・困内ニューズ

'J.j.真 メルツ 、ヴェルディエ、プレスティ
メニケ ッテ イ、パルペ ロ

交譜 メルツ作 ツアルダス舞曲

第二巻第六り・ タルレガ特

タルレガ（リヨペ ッ ト）…………1¥di橘 功沢
タルレガ伝（プジョール）．．…•小西域一訳

タルレガとその作品…………•••中野二郎
型者タルレガを想ひて…………岩橋正和

カテウラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91野 二郎

タルレガ（ロ ッチ）……………伊東 尚正訳

タルレガさん・・・..…•..•………·・ ・小原 安正

ジュネープ困際 1"'i·~15 コンクール…プレグエ
九州ギターコソクールの印象…岩橋正和

小原安」7:．帰朝演炎会評•……… •安達右一
純Ill政次リサイタ／レ評…………安達 右

油外ニューズ ・国内ニューズ

楽語 タルレガ編プルーデントの即興曲
聖しこの夜

万：真タル Vガ（六菜）
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ペティネ
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パリとギ ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..小西 誠一

アルメイダの新しい Lp ……..…•藤田 不二

ギター音楽入門(3)・・・アプロニス ・安達 右一

ツェナ通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..阿部 保夫

アルゼンチン通信…………...••…•佐藤志智子
海外マンドリン界の新闘•…• • ……邸橋 功

写真 ジュリア ーニ、ロドリゴ、マヌエ

）レ ・パラウ 、テデスコ

楽譜中野二郎作但謡正調

第二巻第四号ギター伴奏歌曲特集

挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→．．・・・・・・・・・・・・・・・・・古賀 政男

古典のギタリストと
そのギター伴奏歌曲…•… …••中野 二郎

ギター伴奏歌曲私論;'.'.……………高橋 功
ンャンソンとギター·…….....… ..•松本 太郎

カンテ ・フラメンコについて……芦原 英了
私のきいたギター歌手・・…………•高橋 忠雄
ギタリストと声楽....・・・・・ ・・・ ・・・・・...•野崎 浩

歌曲とギターの Lp・・・・…..・・・・・・...藤田 不

ギター音楽入門(2)…アプロニス ・安達 右

海 外 ・困内ニュース

写真 サンドバーク 、オルガ ・クエリオ、

キングスレイ、 ドリタとペペ

交諮 カルカンツ作夜のライン

第 二巻第六号

キジ ・サラチニ伯爵・・・・・・...…...…高栂 功

ギジアーナ受講記・・・・・・・••…•. . . . ..••阿部 保夫

イタリ アのギ タリストの作品……中野 二郎

短歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テ デ ス コ

きよしこの夜物語・・・・・・……..・・..…謁橋 功

服部正への讃辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •翡橋 功

阿部保夫帰朝独奏会……………•••松本 太郎

阿部君の帰朝油奏会評・……・・・・・・・・小船幸次郎

九州ギター同好会の現状•………••岩梃正和
九州ギターコンクールについて••松本 憲一

ギター音楽入門(4)••• アプロニス ・ 安達 右一

独仏脳のマンドリン界•…………••高橋 功

写真 キジアーナ風景
楽譜 きよしこの夜（合唱とギター）



編集後記I
残暑お見舞申上げます。それよりもまず九州地方の誌友の方々に、七月の水害の御見

舞を心から市述ぺます。諌早市の山下享さんは早速御兄舞申上げたのですが、まだその

後の消息に接しませず、案じ上げております。被害の多かった誌友各位がーロも早く再

起されんことを心から祈り上げる次第です。岩中見舞を下さった多くの誌友の方々にお

くればせながら御礼申上げます。

五十の手習と申しませうか、東北大学に提出中の論文が六）jの教授会でパスしてこの

たび学位を授与されました。これひとえに黒羽教授はじめ先輩各位の御指芍の賜もので

あり 、日頃の誌友各位の御支援のおかげと厚く御礼申上げる次第です。それに執節中の

叔父「志賀深」伝が、校正を了しまして、九月早々法政大学出版局から出版されること

になりました。こうした私TJJのために、今年上半期のアルモニアの刊行が何かと手落ち

が多かったことを何卒御了承下さい。

本号に中野二郎、小西誠一両氏の玉稿をいたゞけなかったことは残念でした。両氏の

文和がないと本誌ばごらんの通り淋しいものになっ・てしまうのです。払が仕方なく独り

舞台を相つとめねばならない破目に立ち至った次第ですが、このピンチをレコード界の

ベテラン藉田不二氏とOSTのコンサートマスターでマ‘ノドリソ界の重鎮甲藤三千雄氏に

助けていたゞきました。誌友と共に感謝申上げる次第です。

悔外の紹介に追われて 、国内の連絡や親睦の機会が少なかったことを反省し 、次りは

国内のギター音楽を中心に編集したいと考えています故、竹様の御協力を願上げます。

勿論海外ニュ ースも舷々と人って来てい 、ヴィラ ・ロポス外の珍ら しい‘が真や新IIlIなど

も入手していて早くお目にかけたいも のも沢山あります。月刊でないのでニュースを早

くお伝えすることが出来ないのは私としても残念なことです。

「音楽の友J「レコード芸術」などあれほど立派な音楽雑誌が130円という定価なのに、

このアルモニアが誌代を 100円もいたゞかねばならないのは何としても心苦しいことで

す。誌友が多くなることが、誌代を安くする唯ーの逍です。それには誌友をふやすよう

な記事を多くのせねばならないことも編集子は知っているのです。知っていながらそれ

が出来ないのはつらいことです。泣言の ようですが、御r解下さらば幸です。 (1,';j屈）

誌'l!1 1冊 100円半年分 3冊 300円（〒共）一年分 6冊550円（〒共）
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