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古き森の戦記

Ⅰ

（第28回朝日作曲賞受賞作品）
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塩見

解説：
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Hiroaki Kanda

NHK交響楽団首席奏者, 桐朋学園大学教授, THE FLUTE QUARTET

16小節目からはfで力強く演奏しますが、
フルートの高
音域は音程が高くなりがちなので注意が必要です。
フ
ルートの音量は口から出ていく息（空気）の量に比例しま

同じく C の 4 小節目の 3 拍目裏からは、
スラーの位置

クシャクしないよう滑らかにバトンを引き継いで下さい。

に気を付けて、正確なアーティキュレーションで演奏しま

われます。]や_と変わらないスピードで息を「太く」出

コロは大きく、
フルート1番2番はそれよりも控えめな音量

します。歌口もあごに押しつけるのではなく、柔らかく触

で演奏します。

のフレーズの良さが出ませんので、少しはねる傾向で吹

れている程度を保って下さい。それでも音程が高い（高く

ヨ

ーロッパの森の重々しいまで深く暗い緑は、
外界の人々を寄せ付けない畏怖の念と神秘
性を与えるかのようです。その中で繰り広げ

られる
「架空の戦い」
（作曲者の言）を吹奏楽で表現する
ことが演奏における重要なポイントになります。
低音楽器が描写するのが「暗い森」なら、空中を飛び交
う戦士達、飛び交う刃の閃光、
といった光景を描くのがフ
ルート・ピッコロなどの高音楽器の役割です。そのような
イメージを持つために、映像はもちろん刀の鉄の冷たさ
や銃口から発せられる硝煙のにおい、戦士のコスチュー
ムに使われているであろう皮などの手触りまでをも想像
して下さい。楽譜を読み参考演奏のCDを聴いた後、
さら
に幅広くダイナミックなストーリーを構築できるよう、挑
戦して下さい。

なるはずです）場合、少し
「ゆるめて」周囲の音をよく聴い

F からは、8分音符のスタッカートをはっきりと演奏し

て下さい。多少音量が小さくなってもやむを得ません。美

ます。
スタッカート
（staccato）
という言葉は、音楽の教科

しい音色と豊かな響きが大切です。頭部管を抜きすぎる

書では「音を短く切る」
と説明されていますが、イタリア語

ことは絶対に避けて下さい。

本来の意味は「分離した」
です。音と音が「くっつかないよ

指導者の方には、
フルートに無理なFを出させないよ

すぎると音がつぶれたり、音量が小さく聞こえることがあ

うにお願いします。

ようなふくらみを持たせて、緩やかに下降していく様子を表
現しましょう。3連符はメトロノームを使用して、< 譜例1 >の
ような練習を行うとよいでしょう。
この時、前打音などの装
飾音は省略します。
まずは正確なテンポとリズムで演奏
するよう注意します。合奏では前打音のタイミングと速
度、ニュアンスなどをフルートだけでなく、他の楽器とも
合わせて下さい。

ワ

ンダフルは英語で「素晴らしい」
ヴォヤー
ジュは仏語で「旅」
と訳します。
そんな題名か
ら、今年もコンクールマーチへの旅に、いざ

出発です！
前奏はトリルで華やかに輝かしく始まりますね。
冒頭か
ら 3・4 小節目の 8 分音符に staccato がついているの

ります。
カミソリのような薄い刃先は、切れ味は良くても

を見落とさないでください。
これがリズムを際立たせま

B はピッコロと２番フルートから１番フルートへメロ

厚い物や硬い物を切ることはできません。
この部分では

す。
しっかり短めにしましょう。

ディーを受け渡します。受け渡す方はフレーズの最後が

鋭さ、輝かしさと共に力強さ、
スピード感なども求められ

小さくならないように、受け取る方はフレーズの最初から

ます。それにふさわしい表情のスタッカートを模索して下

しっかり吹いて、
メロディーのつながりに凹みができない

さい。

ように注意します。
テンポも、受け渡す方は速くならない

F の2拍目の8分音符に「スタッカート」が付いている

ように、受け取る方はタイミングが遅れないようにしま

ので、1拍目の4分音符も少し短くして
「くっつかないよう

す。音色もそろえましょう。

に」
します。3拍目、
スラーの最後の音（A）にもスタッカー

22小節目からは主旋律です。最初のCisをしっかりとテ

3小節目からのフレーズは、印刷されたスラーのカーブの

うに」するために音を短くする必要がありますが、短くし

トが付いていますが、
このような場合にはタンギングをし

ヌートで、その後の音符も
「勇ましさ」を備えた力強い音

ません。呼吸で少しアクセントを付けて、他のスタッカー

色とアーティキュレーションで C までメロディーを持続

トと同じ長さ
（短さ）にそろえます。

させます。23小節目に cresc. が書かれていますが、
この
場所からクレッシェンドが始まるのであって、
ここで急に

ちょっと細かい説明になりますが< 譜例２ >のように
考えて下さい。

A の 2・4 小節目はきちんと吹き分けてください。
4 小節目の方には crescendo がありますので、
しっかり
表現しましょう。

ンして後半に大きくクレッシェンドすると効果的です。

B の 3 小節前は 16 分音符の連符に気を取られ、
crescendo を忘れないようにしてください。同じく B の
1 小節前の装飾音とアクセントの付いている 8 分音符は、
パリッとした息のスピード感で吹きましょう。但し、飛び出
し要注意です！ C の 3 小節前、付点 8 分音符の
staccato を見落としがちです。
しっかり短く演奏しましょ
う。
C からのリズムは ` ですが、はりきって吹きすぎては
いけません。少し楽な音量で演奏しましょう。主役は木
管・金管の中低音楽器が奏でるメロディです。楽譜に同

38小節目からの3連符はその前のオーボエ・ソロを引

< 譜例1 >

じ ` と音量が書かれていても、音量バランスは取らなく

このように考えます。

H から Fl セクションはオブリガードに変わりますので、

くといいと思います。

H の 4 小節目の 2 拍 3 連符は、
メロディを吹いてる Cla＆

それから C の 6 小節目の 2ndFl ですが、点線のスラー

Sax とずれないようにしましょう。
同じようなパターンで、

が書いてあります。
これは実線で書いてしまうと、
タイと

K の 4 小節目にもそういったシーンがあります。H から

勘違いしてしまう・もしくは点線スラーを書いてないと、

の 3 小節間 ( K からの 3 小節間 ) は Fl セクションだけ独

短く弾んでしまうかもしれない…と作曲者が思ったため

立したフレーズを吹いているので、
同じリズムでも感じ方

に、点線で書かれてあると読み取れます。他のパートはス

がずれてしまったりすることが有り得ます。

ラーで動きますので、
その雰囲気に合わせつつ、
ソフトに
タンギングしてください。

I からは曲の冒頭と同じフレーズで始まりますが、
Hr
がその前奏とは違うことを演奏しているので、
曲の終盤に

D からのオブリガードですが、
エレガントな雰囲気も
持ちつつ、Trio 前 3 小節前辺りからは、元気ハツラツと

向かっている様子が感じられます。
J に入ったら、
8 分音符・4 分音符の長さが軽やかに

吹いていって欲しいですね！

(marcato) はっきり聴こえるように明るく演奏してくださ

D の 4 小節目から 3 小節間の 2ndFl. ですが、
セクショ

い。

ンの中でリズムが８分音符ではない拍があります。音楽
の流れが停滞しないように、Picc＆1stFl と同じような感
覚で演奏しましょう。

K の 3 小節目の２分音符は次の小節に入るまで音量
が減らないように、
向かってください。
L からのリズムは 16 分音符が前の拍に飛び込まない

E からの 8 分音符 staccato は 1 小節ずつ完結してし
まうのではなく、4 小節のフレーズ感を持って、大きな流
れの中で軽やかに吹きましょう。

それから最後に、
Picc に限ってのトリル運指話なのです
が、
曲の冒頭から 5 小節目と Trio の 1 小節前の F-Gトリ
ルは、
よく運指表に載ってあるものだと、
ピッチが低く聴こ
えてしまうので、
私はこちらの運指をお薦めしています。

F からのオブリガードは表現が非常に細かい部分で

（図参考）

す。強弱 (crescendo・decrescendo 等 ) を正確に演奏

これは曲が長調
（Dur）
の時に使った方がピッチがいいの

しないと良さが出ません。
しっかり歌いながら、
ブレスの

で、
しっかり練習して使えるようになって下さいね！

箇所はパート内で相談してずらして、8 小節間演奏してく

それでは、
ステキなマーチになりますように♪

ださい。
G の 3 小節前の 4 拍目から Trp と 16 分音符のタイ
ミングをしっかり揃えて、華やかに演奏しましょう。

てなりません。

≪トリル 運 指 表 ≫
このリズムを

G からのメロディは木管皆で伸び伸びと歌って吹いて
ください。

よう、
4 分休符をよく感じて演奏してくださいね。

大きくなるのではありません。
このパッセージでは3小節
間をかけてPから`にクレッシェンドします。前半はガマ

Junko Isoda

しょう。
スラーとスラーの間の音をあまり保ちすぎると、
こ

45小節目はピッコロがメロディーラインのトップです。
ピッコロの中･低音域は音量が充分ではありません。ピッ

季生

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ フルート・ピッコロ奏者

き継ぎます。音量や音色、
テンポの連続性に注意して、ギ

す。細くスピードの速い息では音程が高くなり響きも損な

Ⅱ

マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ 一ノ瀬

康史

…トリル

図①

図②

2 本 の 指 が 揃 い にくいという方 はこちらでも可。

< 譜例2 >

※３オクターブの F（ファ）の運指をして、左手親指と右手人さし指を同時に動かす。
この運指は Fl. では逆にうまくいきません。
Picc. だけが可能です。
Fl. と Picc. はトリルに関して、同じ運指で出来ない音も意外とあるのです。
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吹奏楽のための「ワルツ」
解説：

相澤 政宏
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Masahiro Aizawa

東京交響楽団 首席フルート奏者, THE FLUTE QUARTET, 東京音楽大学講師

群馬交響楽団 フルート奏者

が分散和音にまわります。サックスの和音の移り変わりを

C から出てくる旋律はそこから始まるのではなく、
Ｂ

思いを馳せていただければと思います。

感じながら、
フルート、
オーボエ、
クラリネットで力強く良

からのクラとサックスの旋律の続きですから、流れを壊さ

は虹色の様々な経験、細かい動きも正確に誠実に表現し

ないように自然と入っていきましょう。特に大きく吹く必

ましょう。
そして、旋律はみんなと一緒に、決して独りよが

要はなく、
それまでのメロディーを包み込んで爽やかな

りにならないように気をつけましょう。71 小節目と 92 小

色にする感覚です。風の音ですね。

節目は、音形が似ていて指が間違えやすいので、私はそ

22 小節目からの 4 小節間は、輝かしく大きめにハッキリ

こだけ取り出して、交互に何度も練習しました。

の曲は作曲者の言葉によると、演奏する皆さ

と吹きます。
スタッカートは短く軽やかに。
Ｄ から 4 小節

この曲を実際に演奏してみて、作曲者はおそらく、演奏す

ん自身の輝かしい未来をイメージして作曲さ

間のリズムも軽やかに。
そして 30 小節目のアウフタクト

る若い皆さんに人生の素晴らしさ、明るい虹色の未来へ

れたとの事、
シンプルで美しい旋律と、
それを

から始まる旋律は重要です。Ces の音が出てきて不思議

希望を持って生きていく素晴らしさ、
そんな事を伝えた

飾る色々な小さなモチーフで構成されています。3 連符

な雰囲気を醸し出しますので、
しっかりと音程をとって、

かったんだと私は感じました。作曲者に、仲間に、先生

等で表された細かな動きに虹色のイメージが表現され

音の間違いの無いように、
説得力のある演奏を心がけて

に、
ご家族に、感謝する気持ちを込めて、
あなたの未来を

ているそうです。
フルート、
ピッコロパートは、技術的には

下さい。
フルートパートは、
ピッコロがしっかりリードして

奏でて下さい。
その思いが聴いてる人に伝われば、結果

特段難しい箇所はありませんので、基礎力、音の美しさ、

フルートが支えると上手くいきます。
Es クラや Ob が入る

は後からついてきます。

正確さ、歌い方のセンスなどが重要になってきます。
この

と音程は難しくなりますが、
その 2 つの楽器とピッコロが

曲を誠実に演奏する事によって、演奏者自身の輝かしい

よく合わせて、
フルートがオブラートに包む感覚がいいで

未来の夢を、
またその姿をイメージ出来たら、作曲者の

しょう。

さて、
それでは高 昌師氏の吹奏楽のための「ワルツ」

い響きを作っていって下さい。64 小節目のアウフタクト

の解説に入っていきましょう。作曲者も言っている様に、

からは、
この曲中初めて ` が出てくることも注目です。

4 からは 1stFL のソロですね。
短いソロですが、
クラ

細かい音符はありません。
そうだからこそ逆に音そのも

皆

すか？
「何とかのワルツ」
という表題をドラマ
や本のタイトルなどいろんなところで見かけ

ます。
ワルツと言う名前のレストランや居酒屋、美容室も
あるみたいですよ。
でも
「ワルツ」は本来舞曲を指すと言うことは皆さんご
存知のところだと思います。
基本的に 1 小節のテンポが 50 〜 60 台の美しい旋律を
伴った 3 拍子の速めの舞曲です。(もっと速いスケルッ
ツォの 3 拍子もありますが‥) 所謂「ズンチャッチャッ、
ズ
ンチャッチャッ」
ですね。
ワルツと言えばウィーンのヨハン・シュトラウスの「美
しく青きドナウ」
「ウィーンの森の物語」
「皇帝円舞曲」など
はあまりにも有名ですね。
ヨハン・シュトラウス = ワルツ
と言っても過言では無いくらい、彼ら親子 ( ヨハン・シュ
トラウス 1 世、2 世 ) はこの他にも沢山の素晴らしいワル
ツを書いています。
又、19 世紀・20 世紀初頭の主要な作曲家達も、
あら
ゆる音楽作品にワルツを取り上げています。
ウェーバー
「舞踏への勧誘」、ベルリオーズ「幻想交響曲」
2 楽章、
チャイコフスキー
「交響曲 5 番」3 楽章や「花のワ
ルツ」などバレエの中のワルツ、
リヒャルト・シュトラウス
「ばらの騎士」、
ラヴェル「ラ・ヴァルス」など、全てワルツ

018 NEW ITEM

2

英国製リバティプリント生地を採用したフルートケース
カバー。生地は毎年新しく発表されるファッショナブル
で膨大なコレクションからパールが厳選し、特殊加工
を施してバッグ素材とし、限定数量だけ生産されるパ
ールオリジナルのケースカバーです。
フルート用はC
足部管用とH足部管用があり、
さらにピッコロ用もラ
インナップしています。限定数量が完売次第、同じデ
ザインはもう二度と手に入らない貴重なケースカバー
です。

03

Hironori Shirouzu

です。
まず、ぜひこれらの色々なワルツを聴いてワルツに

この曲には技術面で課題となるような速いパッセージや

さんは「ワルツ」
と聞いて何を思い浮かべま

Ⅳ

コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 郷間 幹男

昌師

のや表現にじっくりと向き合える良い機会であるとも言え

リネットと対話をしながら少し自由に良い流れを作って

ますね。

いって下さい。時々でてくる + や - の臨時記号は表現す
る上で大切な音になってきますので、何かしら意識して

フルートが最初に出てくるのは、前奏が終わってワル
ツ本文が始まる 1 からですね。
ここは木管楽器の美しい

吹くと良いと思います。

ユニゾンです。皆さんの団体にしか出来ない素敵な響き

臨時記号と言えば、例えば 93 小節目のソ - の音なども、

を作って下さい。音程を合わせるのはもちろんですが、
ど

とても想いのこもった音にしたいところです。

のような音色を出したいかイメージしましょう。
そして、
5 からの分散和音は、ただ指を動かすだけではなく、

オーボエやサックスと共にヴィブラートをどのように掛け
るかによって木管全体の響きや曲の雰囲気が大きく変

和音の移り変わりを感じて演奏しましょう。例えば一小節

わってくると思います。
セクション全体でその様な事を意

毎に鍵盤楽器で和音を確かめながら吹くと、
より演奏の

識して音作りをしてみて下さい。

イメージが湧き音程も良くなると思います。

2 は一転して軽やかなメロディーになります。木管楽

6 からの動きは半音が多用されていて印象的です。階

器とシロフォンで重なったり離れたりしながら１つのフ

名を正しく意識して吹くと、
より頭が整理されて良い動き

レーズを作っていきます。楽器は違っても一本のラインに

になると思います。例えばソ - はファ + ではなくソ。

なるように注意しましょう。
ここはフレーズの始まりが 1

ド - はシ + ではなくド。
このように意識するのは慣れな

拍目の裏から始まっている事も意識したいところです。

いと難しいですが、出来るだけ正しい階名で喋って欲し

このレジェロは軽やかに短めに演奏しますが、舌で切る

いです。本当はその方が音楽的な演奏ができますよ！

だけではなく、
うまくお腹を連動させて切ることにより、素

意図に沿った演奏となるでしょう。
では、具体的に見ていきましょう。

E から美しい旋律が続きます。
こんな美しいメロディー
をみんなで一緒に吹ける幸せを
『思い出』にして下さい。

冒頭の堂々としたファンファーレのあと、3 小節目の 16

私も演奏しましたがとても気持ちの良い音楽です。
その

分音符は、決して速くなく、充実した音で 1 音 1 音慣らし

途中 G から H までは、
ピッコロの聴かせどころです。
自

ましょう。ＢとＣのトリルは明るく派手に大きめに、
しかし

信のある人、やってみたいと憧れる人に演奏してもらい

ただければと思います。

フェルマータに入ったら、安定した音程でハーモニーの

たいと思います。みんなにやる気と希望を与える、やりが

曲の最後は全体の accel. のテンポに乗りながら、動きの

中にきちんと入りましょう。
Ａ からＢ も同様で、
トリルは

いのあるソロです。学生時代にこういう経験をされる事

速すぎず上のＣの音が明るく響くように吹きます。

をお薦めします。将来良いリーダーになれますよ。

敵な弾みが出てきます。
ちなみに私はお腹の少し上の方

8 の後の Vivo からは初めてピッコロが目立つ感じで

を音符と一緒に軽く弾ませて吹くイメージです。
そしてこ

すね。
うまく全体の響きに乗りながら輝かしく演奏してい

のレジェロの部分では、音が下に弾むイメージではなく、
上に弾けていくイメージで吹きましょう。

中で 3 パートの和音をしっかり感じてフルートパートで
ここではサックス
3 からは木管の f のメロディです。

こ

可愛らしく終わって下さいね。

C足部管用フルートケースカバー 各色 ￥8,000（税抜）

PSC-LFCC25
テータム

PSC-LFCC25 テータム
PSC-LFCC26 エミリー
PSC-LFCH27 エリザベス

あとは、未来に向かって力強く進んでいきます。大きなメ

ピッコロ用ケースカバー 各色 ￥6,200（税抜）

PSC-LPCC27
エリザベス

PSC-LPCC25 テータム
PSC-LPCC26 エミリー
PSC-LPCC27 エリザベス

弾 パール・ミュージック・アカデミー” フルートアンサンブル スコア譜&パート譜 ”

第二

季節をテーマにした日本の童謡のメドレーやクリスマスソングのメドレーに加え、
クラシック曲を中心に、世界の民謡などポピュラーな楽曲をセレクトした内容で、
フルートの様々なアンサンブルを気軽に楽しめる、パール・フルートアンサンブル楽譜です。
新進気鋭のアレンジャー、西澤佳代によるフルートアンサンブル楽譜。主に吹奏楽部(フルートアンサンブル)、
フルート一般愛好家向けに編曲、書き下ろされた作品です。
全ての楽曲は、サウンドの綺麗さを重視してアレンジされ、原曲のイメージを尊重しつつ、異なる旋律を重ね、
とりわけ「吹いている人の気分が上がる様」に各パートが設計されています。
フルート三重奏、四重奏、五重奏のほか二重奏ピアノ伴奏付きなど多彩なラインナップよりお選びいただけます。

H足部管用フルートケースカバー 各色 ￥8,500（税抜）

スコア楽譜（A3サイズ2つ折り）
PSC-LFCH26
エミリー

PSC-LFCH25 テータム
PSC-LFCH26 エミリー
PSC-LFCH27 エリザベス

ロディーはあなたの人生そのもの、3 連符や 16 分音符

LIBERTY プリントケースカバー主な仕様
■生地：裏PVCコーティング
■インナー：ムートン仕様
■ショルダーストラップ付

パート楽譜（A3（A4）サイズ：パート数分）

品 番
曲 名
PMA-FE/KN11 童謡メドレー「春」春の小川／朧月夜 ／荒城の月／花
PMA-FE/KN12 童謡メドレー「夏」浜辺の歌／たなばたさま／茶つみ
PMA-FE/KN13 童謡メドレー「秋」七つの子／村祭り／赤とんぼ／紅葉
PMA-FE/KN14 童謡メドレー「冬」雪山賛歌／雪／その他
PMA-FE/KN15 クリスマスメドレー きよしこの夜 ／ジングルベル
PMA-FE/KN16 ふるさと
より
PMA-FE/KN17 誰も寝てはならぬ 歌劇「トゥーランドット」
PMA-FE/KN18 ウィリアム・テル序曲
PMA-FE/KN19 早春賦
PMA-FE/KN20 カーロ・ミオ・ベン

編 成
作曲者名
フルート3重奏
岡野貞一 ／滝廉太郎
成田為三 ／下総皖一 他 フルート3重奏
本居長世 /山田耕筰 /岡野貞一 フルート3重奏
アメリカ民謡 他
フルート3重奏
フランツ・グルーバー／ ジェームズ・ピアポント フルート4重奏
岡野貞一
フルート4重奏
G.プッチーニ
フルート4重奏
フルート5重奏（フルート３＋アルト＋バス）
G.ロッシーニ
フルート2重奏 ピアノ伴奏付き
中田 章
フルート2重奏／フルートソロ＋ピアノ 2バージョン
T.ジョルダーニ

全10曲

各￥1,000（税抜） 04

≪徹底解説≫ 2018年度 全日本吹奏楽コンクール 課題曲Ⅴ （高・大・職・一のみ）

エレウシスの祭儀

（第10回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）
解説：

井上 登紀
大阪フィルハーモニー交響楽団 フルート奏者

小節目は音が無いのですが Trp. に音楽を渡す感じで
20 小節目を最後の音まで吹き切りましょう。

も公開されず、信者達によって秘密が厳格に
・
・
？・
・
・
守られたために現代に伝わっていない・

拍子の 2＋3 でないある一ヶ所とは L の 4 小節目
（83

ていって減っていっての繰り返しになっていますね。担当

小節）
です。
ここだけ３＋２の感じ方になるはずです。

前に自分で指揮をしてみて曲全体のリズム感や音楽の
E からほぼ全員が ` で演奏している中でピッコロは

います。曲のクライマックスの部分 O から３小節間同じ
形の繰り返しの後の 4 小節目打楽器達がお休みになっ

いる・・・怪しい・・・この雰囲気を持って曲を見て見ましょう。

気をつけましょう。装飾音符の先は 16 分音符ですね！

ていますね？仲間が少なくなって 111 小節目がいきなり

曲の冒頭、
これから秘密の儀式が始まるのかと思わせる

8 分音符でも作曲できたことを考えるとここは相当短く鋭

弱くなったように聞こえないように曲全体を支えて打楽

ような怪しい雰囲気を打楽器が演奏し、Fg. 達の６連符

く発音した方が良いでしょう。なんとなく響きが残りすぎ

器のソロの部分につなげていきましょう。

で徐々曲が動き始めます。3 小節目のフルート達はただ

て長い音になりすぎないように気をつけましょう。

ではなく、
これまでの雰囲気を壊す、誰かをビックリ

音を出した後すぐに Cl. の音が聞けるぐらいのバランス
に変化させる

`b

がとても大事ですよ。5 〜 9 小節目にあ

いね。

盛り上がってきます。
この 5 拍子は基本的に 2＋3 ででき
ていますね。
（ある一箇所を除いて）

る 6 連符は 3＋3 で、B に入るアーフタクトの６連符は
2＋2＋2 で rit をコントロールしましょう。

本当の最後は終止線がくるまでですね！自分たちの音
の響きが完全に無くなるまで動かないようにしてくださ

G から 8 分の 5 拍子になって 4 小節単位でどんどん

全ての曲で言えることですが演奏するときは自分だけ
の勝手な物語を想像しながら演奏できるかどうかが本当
に大事です。楽譜に書かれている音や音量表記、
テンポ

I からは f と ` の音量というより迫力の違いを意識

記号を間違えないことも大事ですが、
それよりも大事な

しながら演奏してみましょう。I で盛り上がりすぎるとそ

のは勝手な想像力で「今は暗い夜の中だ」
とか「怪しい踊

C からはフルートの練習方法から描いてみますね。

の先での ` が違いが出てこないので気をつけましょう。

りが遠く見える」
とか、
「霧がかかっていて何も見えない中

1. まず 8 分音符でド - シド、2. 16 分音符でドド - シ

変拍子にないってからはリズムもそうですが 61 小節目

から音が聞こえてくる」
さあ自分にしか表現できないのエ

シド、3. 32 分音符でドドドド - シシシシド、4. 仕上げに

のような 8 分休符やアクセントでどれくらい印象的に緊

レウシスの祭儀を目指して練習頑張ってください。ただ

楽譜通りで。
どうですか？出来ましたか？全ての音をはっ

張感のあるフレーズを音で表現できるかがとても大事で

し・・・決して誰にも秘密を漏らさないように・・・決して・・・

きりアタックして短く発音しましょう。
でも P で！はっきり

す。特に休符はグッと我慢する感じかな？テヌートも、た

と、
でも囁くように。
とても難しいのですが、
この動きが怪

だ跳ねないだけでなく音の中身が薄くならないように、

しさ満点で決まるとピッコロの音の ` が際立ちます。21

音の張りが安易になくならないように気をつけましょう。

回
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50周年記念モデル

全世界限定1本

ヘッドクラウンにはダイヤをあしらい、リッププレートに
はオリジナル彫刻入り。（ダイヤはゴールドモデルのみ）

胴部接続管には通常のロゴデザインとは異なる50周年
記念モデル専用の筆記体ロゴ彫刻入り。

ハンドメイド マエスタ “ゴールド” 50周年記念モデル
品番

トーンホール

キィ

F-MD14K/RBE50J

ドローン（引き上げ）

リングキィ

胴部接続管の側面には50周年記念オリジナルデザイン
の彫刻が施され、リング合計5ヶ所にも彫刻入り。

材質
インライン

ハンドメイド マエスタ “シルバー” 50周年記念モデル
カバードキィ

F-MD925

総銀製（Ag925）

受注生産

キィ

トーンホール

品番

H足部管
座金・ポスト

キィ

税込価格

本体価格

14K金製

Ag925

Ag925

￥3,240,000

￥3,000,000

ドローン（引き上げ）

リングキィ

●足部管＝H足部管

材質
管体

キィ

総銀製（Ag925）

●Eメカニズム付き

H足部管

税込価格

本体価格

￥756,000

￥700,000

￥810,000
￥756,000

オフセット

税込価格

￥750,000
￥700,000

本体価格

-

-

￥864,000

￥800,000

￥810,000

￥750,000

●総銀製（Ag925） ●トーンホール：ドローン(引き上げ) ●リングキィ（オフセット／インライン)／カバードキィ ●足部管＝C足部管／H足部管 ●インナーブリッジ機構 ●Eメカニズム付き
●頭部管：選択可 ●ピッチA=442Hz ●本革製50周年オリジナルバッジ付きケース、ケースカバー付き
※頭部管の選択について、詳しくはパールフルートカタログをご覧ください。 ※受注期間中であっても状況によっては早く締め切る可能性もございますので予めご了承ください。

Cantabile 創業50周年記念モデル

フラッグシップモデル''マエスタ''の資質を受け継ぐセミハンドメイドモデル
''カンタービレ''。
この度、創業50周年を記念し、数々の特別なデザインを
施したカンタービレ限定モデルを発売いたします。

Introducing Special

A nniversary M odels

パールフルートサマーキャンプ 2018 in 北志賀 2018年5月26日（土）より受付開始！！

この夏、
日本を代表する一流フルーティストとダニエラ・コッホを講師陣に迎えパールフルートサマーキャンプを開催！。

日 程：2018年8月3日(金）〜8月6日
（月）
会 場：ホテル明幸
〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7078
TEL：0269-33-1171
参加費：￥66,000-（税込）※交通費を除く
（長野駅より往復バスはお一人様￥4,000 を予定。）
受講料、宿泊費、食事代、パーティー代、団体保険料を含む。
参加資格：高校生以上、初心者から専門課程の上級者まで。
●お問い合わせ申し込み：
パールフルートギャラリー＜東京＞
パールフルートギャラリー＜大阪＞
※ お申込み方法：申込書に必要事項を記入⇒FAXにて受付

●インナーブリッジ機構

C足部管
座金・ポスト

オフセット
インライン

F-MD14K/RBE50J

通常、ハンドメイド”オペラ”に施される座金のデザイン
をマエスタ50周年記念モデルのため特別に採用。

管体

●管体・リング 14K金製・座金・ポスト・キィAg925銀製 ●トーンホール：ドローン(引き上げ) ●リングキィ：インライン
●頭部管：PHN-9 ●ピッチA=442Hz ●本革製50周年オリジナルバッジ付きケース、ケースカバー付き

50周年記念モデル

パールフルート“サマーキャンプ”は、高校生から専門課程の上級者までを対象とした合宿形式の短期集中セミナーです。
日本を代表する一流のフルーティストが講師となって、充実したレッスンを展開。今回はスペシャル講師としてバンベルク交響楽団の首席フルート奏者のダニエラ・コッホ女氏が加わります。
個人レッスンをはじめ、公開レッスン、
セミナー、
ミニ・コンサート、楽器のメンテナンスなども組み込み、講師と生徒が自由に交流できるアットホームで楽しい企画も満載！
！
楽しくフルートの上達をめざすなら、
あなたも是非！
！参加してみませんか！？ ※毎回、多数のご応募が有りますので、
お早めにお申し込み下さい。先着順となります。
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L IMITED

方向性を感じてからの音を出す方が流れにのれると思

ください。装飾音符もしっかり前に出して遅れないように

させるような音の立ち上がりを意識して演奏しましょう。

A nniversary M odels

に複雑に曲が進行していきますから譜読みで音を出す

一体何が行われていたのでしょうか？全てが謎に包まれて

`b

Introducing Special

（ただし１小節間だけ。次の小節は 2＋3）
この辺りは本当

決して音楽に埋もれないように叫ぶように目立ってみて

の

今年パールフルートはおかげさまで創業50周年を迎えました。
その節目の記念にパールのテクノロジーの粋を集めた特別なフルートを製作。
世界で1本限り、マエスタ''ゴールド''Anniversary Modelの登場です。

じってきますね。音楽が広がったり狭くなったりを変則的

3 拍目を吹きましょう。
その先は 6 連符がどんどん重なっ

レウシスの・・この儀式の中核部分は誰に

Maesta 創業50周年記念モデル

L に入ると普段よく出てくる４拍子と変拍子が入り混

に繰り返しながら M に向かっていきますね。8 分の 5

面白いですよ。

Handmade

Takaki Inoue

25 小節目 Trp. と Perc.2 の１.2 拍目をしっかり感じて

してるメンバー全員でうねりのようなものが表現できると

エ

Ⅴ
咲間 貴裕

世界でただ1本。創業50周年記念“マエスタゴールド限定モデル”を紹介！

L IMITED

限定50本

F-CD925/RE50J

講師レッスンスケジュールや詳細は決定次第WEBで発表致します。
ヘッドクラウンにはパラボリックタイプを採用
し、ローズゴールドメッキの仕上げ。

≪講師陣≫
相澤 政宏 東京交響楽団 首席フルート奏者
大村 友樹 九州交響楽団 首席フルート奏者
白水 裕憲 群馬交響楽団 フルート奏者
ダニエラ・コッホ バンベルク交響楽団 フルート奏者

カンタービレ 50周年記念モデル
品番

50周年記念モデル用にデザインされたリップ
プレート特別彫刻。
限定50本

トーンホール

材質
キィ
カバードキィ

F-CD925

総銀製（Ag925）

ドローン（引き上げ）

胴部接続管には50周年記念モデル専用の筆記
体ロゴ彫刻入り。

リングキィ

管体

C足部管
座金・ポスト

キィ

オフセット
インライン

胴部接続管の両側面に施されたオリジナルデザ
インの彫刻。

総銀製（Ag925）

オフセット （管体：メッキレス／キィメカニズム：銀メッキ仕上げ）

税込価格

本体価格

￥540,000

￥500,000
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