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写真：堀田力丸

新春恒例の福田進一ニューイヤーコンサート。2023 年はル
イジ・ボッケリーニの生誕 280 年ということで、ボッケリー
ニ特集のプログラムとなった。ルイジ・ボッケリーニ（1743
～ 1805）はイタリアのルッカに生まれ、若い頃は名チェリ
ストとしてヨーロッパ各地で演奏し、高い名声を得た。25 歳
でスペインの宮廷に招かれドン・ルイス皇子付きチェロ奏者
兼作曲家となり、マドリッドで後半生を送った。作曲家とし
ては特に弦楽四重奏曲と弦楽五重奏曲を多数遺しており、そ
の中にはギターを含む弦楽五重奏曲 14 曲が含まれている（4
曲は消失）。これらのギター室内楽は他の自作品からの編曲で
あるが、18 世紀後半はギターが 5 複弦から 6 単弦に移行し
た時期であり、ボッケリーニの書いたギター・パートは現代
と同じ 6 単弦構成であることは興味深い。
コンサートはラスゲアードを多用したいかにもスペイン趣味
の〈序奏とファンダンゴ〉で軽快に幕を開けた。続く〈ギター
協奏曲〉はチェリストのガスパール・カサドがセゴビアの協

力を得てボッケリーニの〈チェロ協奏曲第 2 番 G.479〉から
編曲したもの。セゴビアの録音以降、滅多に弾かれることの
ない作品であり、この日聴くことができたのは幸運であった。
C= テデスコの〈ソナタ・ボッケリーニ讃歌〉は当日唯一の
ギター・ソロ曲。福田は衰えを知らぬパワーで全 4 楽章の大
作を弾き切った。〈アランフエス協奏曲〉はボッケリーニとは
無関係だが、5 日前に行なわれた福田と山形交響楽団との協
演の余勢を駆ったというところ。終楽章では驚異のアップテ
ンポとなったが、無事弾き切った。当夜は伴奏をピアニスト
河野紘子が受け持ち、音量に気を配りながら緻密なアンサン
ブルを構築していた。
プログラム：序奏とファンダンゴ（ボッケリーニ～ブリーム）、
ギター協奏曲ホ長調（ボッケリーニ～カサド）、ソナタ・ボッ
ケリーニ讃歌 Op.77（C ＝テデスコ）、アランフエス協奏曲（ロ
ドリーゴ）

　　　　　　     ［2023 年 1 月 14 日／東京・Hakuju Hall］

Shin-ichi Fukuda
福田進一 〔共演〕

Hiroko Kohno
河野紘子
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● 2023 年 1 月 23 日　GG サロン
●インタビュアー：安藤政利（編集部）

■韓国を音楽活動の拠点に───────────────
──昨日、韓国から日本にいらっしゃったばかりだそうでお
疲れの時に申し訳ありません。今は韓国を拠点に演奏活動を
なさっているのでしょうか？
朴 葵姫　はい。以前『現代ギター』誌のインタビューでもお
話させて頂きましたが、留学していたスペインでコロナ感染
者が爆発的に増えたことがあって、ロックダウンの一日前に
何とか出国することができ、韓国へと移り住みました。私は
中学生の頃から日本に住んでいましたので、韓国を拠点に演
奏活動をするのは今回が初めてとなります。

Kyuhee Park

──現在の韓国でのコロナ状況はいかがですか？
朴　毎日、それなりの数の感染者がいますが、屋外でもマス
クを外して歩くことができますので、比較的自由に活動でま
す。コンサートもかなり増えてきて、ここ数年のコロナ禍で
キャンセルになった分を取り戻すかのように、あちこちで多
くのイベントが行なわれています。
──日本と同じく感染拡大防止対策に万全を期しつつイベン
トが行なわれているのですね。今後、以前のように活動拠点
をスペインに戻すご予定はありますか？
朴　韓国での仕事が増えてきましたので、今すぐにというの

昨年末の韓国公演を収めたライブ盤リ
リースの他、6 月には坂東祐大作曲によ
るギター協奏曲の世界初演が予定される
朴 葵姫。コロナ禍を経て、日本での新プ
ロジェクトがいよいよ始動する。

cover story

1985 年韓国生まれ。日本と韓国で育つ。3 歳で横浜にてギター
を始め、これまでに荘村清志、福田進一、A ピエッリ各氏に師事。
東京音楽大学を経て、2014 年ウィーン国立音楽大学を首席で卒
業。2016 年アリカンテクラシックギターマスターコースを首席で
卒業。05 年小澤征爾指揮によるオペラ公演に参加。07 年ハイン
ツベルグ国際ギターコンクール第 1 位及び聴衆賞、08 年コブレン
ツ国際ギターコンクール第 2 位（1 位なし）、ベルギー“ギターの
春 2008”第 1 位（コンクール史上アジア人そして女性として初め
て）、リヒテンシュタイン国際ギターコンクール第 1 位、12 年ア
ルハンブラ国際ギターコンクール第 1 位 & 聴衆賞、14 年ポーラ
ンドの Jan Edmund Jurkowski 記念ギターコンクール 2014 優
勝。他多くの主要国際ギターコンクールで優勝・受賞。N 響、都
響、読響はじめ多くのオーケストラと共演を重ねる。録音は『ス
エニョ〜夢』、『ソナタ・ノアール』（フォンテック）、『スペインの
旅』『最後のトレモロ』、『サウダーヂ - ブラジルギター作品集 -』

『FAVORITE SELECTION』『Harmonia- ハルモニア -』（日本コ
ロムビア）リリース。いずれも異例のヒットとなり、多数レコー
ド芸術誌特選を獲得している。欧米、韓国、台湾他国内外のギター
フェスティバルへ招かれるなど世界的にも注目を集める。2020 年
11 月逝去したギターの名工、ダニエル・フレドリッシュのギター
を愛用。2020 年デビュー 10 周年を迎えた。

朴 葵姫 Kyuhee Park

RESTART 2023朴 葵姫
   れる想いをギターの響きに乗せて溢

©Ho Chang
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――『ソナタ・ミラージュ』が「レコード藝術」誌の特選
盤に選ばれましたね。おめでとうございます。これがデ
ビュー盤ですよね？ まずアルバム・タイトルを“ミラー
ジュ（蜃気楼）”とした理由を教えて頂けますか？
井本響太：ありがとうございます。今回が 1 枚目のアル
バムです。当初はタイトルを〈ザ・ブルー・ギター〉第 1
楽章の標題「変容」にちなんで「ソナタ・トランスフォー
ミング」にしようかと考えていたのですが、ディレクター
を務めて頂いた松尾俊介先生からアルバム全体をイメー
ジさせる方が良いとアドバイスを頂いて「ミラージュ」に
なりました。今回収録したソナタは時代も様式も様々です
が、ソナタと言っても蜃気楼のように色々な表情や形があ
るという意味を込めて、このタイトルに決めました。
――レニャーニ〈ファンタジア〉もソナタ形式ですから文
字通りソナタを揃えたアルバムというわけですが、これは
最初から構想されていたのですか？
井本：はい、実は以前から「ソナタだけを弾くギタリスト
になりたい」という野望を秘めていまして、でも既に諦め
かけているのですが（笑）、ソナタは音楽的にも充実して
いますし、言語化もしやすい形式だと思うんです。でもそ
こを敢えて言語化しないで音だけで表現するというのが
面白いですし、録音するならまずソナタかなと。
――ソナタに興味を持ったきっかけは？
井本：きっかけは今回収録した〈ザ・ブルー・ギター〉で
したね。「これのどこがソナタなんだ？」と衝撃を受けま
した。ソナタの語源は sonare（鳴り響く／伊）ですが、器
楽曲全般をそう呼んだ時代もありますし、スカルラッティ
の二部形式の鍵盤曲だったり、単一楽章のソナタだった
り、ソナタ楽章を含む大ソナタだったり、近現代に行くと
概念的なソナタになったりと、一概にソナタと言っても多

種多様ですよね。極言すればソナタだけ弾いておけば、あ
らゆるスタイルをカバーできる訳です。それにソナタ自体
も形式として凄く好きな音楽なんです。
――ソナタ形式なら第 1 主題があって、第 2 主題、展開
部に再現部、古典派の大ソナタであれば、ソナタ楽章、緩
徐楽章、ロンド楽章がある。こういうしっかりした構造を
持つところが好きなのでしょうか？
井本：ええ、好きですね。古典派時代には聴衆もそういう
楽曲構造を理解していたんじゃないでしょうか？ 例えば
ジュリアーニの〈ソナタ Op.15〉の冒頭はハ長調なのに根
音のドを欠いた「ミソミソ」から入りますよね？ あれな
んかは敢えて狙ったんじゃないかと僕は思います。つまり
は意表を突いたサプライズという訳ですね。
――それは面白いですね。聴き手がソナタの「型」を知っ
ていることを踏まえての「型破り」という訳ですね。収録
曲は最初から決めていたのですか？
井本：レコーデイングの話を頂いたのが、アントニー国際
ギターコンクールで優勝した直後でして、その頃、力を入
れて弾いていたのがマグヌス・リンドベルイ〈マノ・ア・
マノ〉（手と手）という曲だったんです。これを主軸にして、
アンドレ・ジョリヴェ〈ド・ヴィゼーの墓に捧げるトン
ボー〉やド・ヴィゼー自身の作品を組み合わせようかとも
考えたのですが、松尾先生から「〈マノ・ア・マノ〉を誰
が聴きたい ?」と言われて、それもそうだなと（笑）。録
音するなら〈マノ・ア・マノ〉か〈ザ・ブルー・ギター〉
のどちらかにしようと考えていましたので、それなら〈ザ・
ブルー・ギター〉を軸にしてソナタを揃えようということ
になりました。
――〈ザ・ブルー・ギター〉の録音は珍しいですよね。ジュ
リアン・ブリーム以外に誰かいましたかね？

2023年2月8日／現代ギター社
インタビュアー／渡邊弘文 （編集部）

Kyota Imoto
井本響太

注目のデビュー盤
『ソナタ・ミラージュ』
リリース！
トゥリーナ〈ギターソナタ Op.61〉
ティペット〈ザ・ブルー・ギター〉
他を収録した新感覚のソナタ集！

（※井本響太のプロフィールは22頁を参照）

019-21：井本響太インタビュー.indd   19 2023/03/06   10:56:44
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◆アンドレス・セゴビアの生涯（1893-1987）1）2）――
1893 年：2 月 21 日スペイン・アンダルシア州ハエン県

リナーレスで誕生。
1895 年：伯父夫婦の元に預けられる。
1902 年：ギターを弾き始める。父親が亡くなる。
1903 年：伯父夫妻と共にグラナダへ移住。
1908 年：グラナダで最初のコンサートを開催する。セ

ビーリャでもコンサートを行なう。
1909 年：再婚した母の住むコルドバへ移る。タレガ没。
1912 年：マドリッドで初のリサイタル開催。マヌエル・

ラミレスからギターを贈られる。
1915 年：ミゲル・リョベートの知遇を得る。
1916 年：バルセロナのパラウ音楽堂でコンサート開催。
1919 年：フェデリコ・モレノ＝トローバがギター曲〈舞

曲ホ長調〉を作曲。初の南米演奏旅行。

1920 年：アデライーダ・ポルティーリョと結婚。
1921 年：パリでアレクサンデル・タンスマンと出会う。

タンスマンのギター作品の大半がセゴビアへ献呈され
た。

1923 年：初めてのメキシコ訪問、コンサートを聴きに
きたマヌエル・ポンセと知り合う。ポンセは〈ソナタ・
メヒカーナ〉を始め、数多くのギター作品をセゴビア
のために書いた。

1924 年：パリで初のコンサートを開催。エイトル・ヴィ
ラ＝ロボスと知り合う。ジュネーヴに移住。

1927 年：ロンドン・ビクターで初のレコーディングを
行なう（収録曲：ソル／魔笛の主題による変奏曲、バッ
ハ／ガヴォット、タレガ／アランブラの想い出、トゥ
リーナ／ファンダンギーリョ）。

1928 年：初のアメリカ公演。
1928年：初の日本公演。ヴィラ＝ロボスが〈12 のエチュー

ド〉をセゴビアに献呈。
1932 年：ヴェネツィアでマリオ・カステルヌオーヴォ

＝テデスコと出会う。セゴビアはC=テデスコにギター
曲を書くように薦め、ギター曲の教材として、ソル〈魔
笛の主題による変奏曲〉とポンセ〈スペインのフォリ
アによる変奏曲とフーガ〉を渡した。

1935 年：バッハ〈シャコンヌ〉をギター独奏用に編曲
しパリで初演。パキータ・マドリゲーラと再婚。

1935 年：スペイン内戦勃発。ウルグアイ・モンテビデ
オへ移住する。

1939 年：C= テデスコが〈ギター協奏曲第 1 番 Op.99〉
を作曲、20 世紀最初のギター協奏曲。ウルグアイで
セゴビアによって初演された。

1944 年：ニューヨークへ移住、カーネギーホールでポ
ンセと C= テデスコのギター協奏曲を演奏する。

セゴビアへ献呈された作品と編曲作品
特集：セゴビア生誕 130 周年

1）Victor Anand Coelho. The Cambridge Companion to the Guitar. Cambridge University Press. États-Unis. 2003
2）現代ギター 1987 年増刊号：永遠の巨匠 アンドレス・セゴビア

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

執筆：井本響太（ギタリスト）

1994 年東京都生まれ。東京音楽大学付属音楽高等学校、東京音楽大学を経て、パリ国立高等音楽院へ入学、第一課程・
第二課程を修了、2022 年審査員満場一致の首席で卒業。第 36 回 GLC 学生ギターコンクール高校生の部、第 6 回 J.S. バッ
ハ国際ギターコンクール、第 45 回日本ギターコンクールオヌール部門で第 1 位、国際古楽コンクール 2016 アンサンブル
部門で最高位入賞、フランス・アントニー国際ギターコンクール 2021 で優勝および最優秀課題曲演奏賞、聴衆賞受賞。
ソロでの活動の他、秋田勇魚、山田唯雄と共にギターアンサンブル・グループ「へっぽこどりぃむ」を結成し NHK ラジ
オ「リサイタルノヴァ」に出演、舞台の劇伴奏も務めるなど幅広く活動を行なっている。2022 年には NHK ラジオ「リサ
イタルパッシオ」にギターソロで出演。これまでに、荘村清志、江間常夫、松尾俊介、上谷直子、オリヴィエ・シャッサ
ン、ジアニ・カセロット各氏に師事、また、ベルタ・ロハス、ジュディカエル・ペロワ、マルシン・ディラ、カルロ・マ
ルキオーネ、デューシャン・ボグダノヴィチのマスタークラスを受講。2022 年 11 月デビュー CD『ソナタ・ミラージュ』
をリリース、レコード藝術誌特選盤に選ばれるなど高い評価を受けている。

補筆：現代ギター編集部

022-25：特集／セゴビア献呈作品.indd   22 2023/03/06   11:05:12
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◆マエストロとの出会い ――――――――――――――
――2023 年はホセ・ルイス・ゴンサレスの没後 25 年
ということで、4月 30 日（日）には東京・めぐろパー
シモンホールでお三方がご出演されるメモリアルコン
サート「マエストロから引き継いだもの」が開催されま
すが、皆さんとホセ・ルイス・ゴンサレスとの出会いか
らお聞かせください。
岩崎慎一：僕は中学生になったばかりの頃、1982 年だっ
たと思いますが、 タレガ〈アラビア風綺想曲〉を練習し
ていて、その頃に教わっていた先生から「今度スペイン
から凄い先生が来て〈アラビア風綺想曲〉を弾くから、
ぜひ聴きなさい」と薦められて、ホセ・ルイス・ゴンサ
レスの大阪公演を聴きに行ったんです。その日はスペイ
ン作品を揃えたプログラムでしたが、彼の演奏には圧倒
されました。何が何だか分からないほどの衝撃を受けて
凄く感動したんです。その公演のチケットとプログラム
は現在も大事に取ってあります。そして同じ年の東京公
演が NHK-FM で放送されまして、それもテープに録音
して繰り返し聴きました。その音源もいまだに聴いてい
ます。それがホセ・ルイス先生の演奏との初めての出会
いでしたね。
池田慎司：僕は高校を卒業する頃に自分の進路に迷って
いて、でもギターが好きでもう少し続けたかったので留
学したいと両親に告げたんです。それを聞いた当時のギ
ターの先生が参考にと渡してくださったビデオの中にブ
リームやジョン・ウィリアムスのものと一緒にホセ・ル

イス・ゴンサレスの『José Luis González スペイン音楽の
真髄』（ちもと画廊）がありました。それを観て太くて
豊かな音には魅了されましたね。それで留学するならス
ペインかなと漠然と考えていたのですが、九州の田舎に
住んでいたので留学する手筈も分からないし、どうしよ
うかと思っていたところ、何とか伝手を頼って富川さん
の師匠の手塚先生に留学先の先生を紹介して頂けること
になったんです。手塚先生に演奏を聴いて頂いたら「あ
なたにはホセ・ルイスですね」とその場で言われました。

「ホセ・ルイス……ビデオで観た人だっけ？」という感
じでした。ですからホセ・ルイス先生の生演奏はスペイ
ンに行ってから初めて聴きました。
富川勝智：生でホセ・ルイス・ゴンサレスの演奏を聴い
た時のインパクトは凄かったですね。僕は大学生になっ
て上京してから、手塚先生に薦められてカザルスホール
でホセ・ルイスの演奏を初めて聴いたのですが、こんな
に凄い人がいたのかと驚きました。クラシックギターの
演奏を聴いて心震えるまで感動したのは初めてだったか
もしれません。岩崎さんと同じで、「何だこれは！」と思っ
ているうちに、あっという間にコンサートが終わってし
まったという感じでした。
池田：さっきも言ったように僕は田舎町育ちなので、留
学するまではギターのコンサートを聴く機会がほとんど
なかったんですよ。だから最初に聴いたのがスペインで
のホセ・ルイス先生の演奏だったと言っても良いくらい
なんです。僕にとってはレッスンもライブみたいなもの

鼎談・ホセ・ルイス・ゴンサレスが遺したもの

第二特集／ホセ・ルイス・ゴンサレス没後 25 年

岩崎慎一
富川勝智
池田慎司
2023 年はホセ・ルイス・ゴンサレスの没
後 25 年である。セゴビアにその美音を絶
賛されるほどの名手であり、お膝元のアル
コイには彼を慕って多くの日本人生徒が集
う善き教育者でもあった。突然の逝去から
四半世紀が経った現在、若き日にホセ・ル
イスの教えを受けた 3名のギタリストに、
恩師の想い出と、彼らが師から受け継ぎ時
代へと伝えていくべきギターの遺産につい
て語って頂いた。

2023 年 2 月 14 日 現代ギター社／岩崎慎一・富川勝智・池田慎司（ギタリスト）／渡邊弘文・五十木翔太（編集部）

034-40：鼎談／富川・岩崎・池田.indd   34 2023/03/09   10:03:28
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 2023 年 2 月 10 日　GG サロン
　インタビュアー：安藤政利（編集部）

写真：池上直哉

●東京都公認「ヘブンアーティスト」として活動中────
──本日はよろしくお願い致します。まずはダニエルさんが
ギターを始めたきっかけを教えて頂けますか？
ダニエル・コフリン（以下D）　父がずっとエレキギターやア
コースティックギターの弾き語りをやっていたり、母親もピ
アノを弾いていたので、音楽は僕にとってとても身近なもの
だったんですね。それで中学 3 年生の頃から僕もエレキギター
を弾き始めたのですが、高校に入ってから誘われたバンドで
はベースを担当していました。周りの友達が誰もベースをや
りたがらなかったんですね（笑）。その後、受験勉強などで忙
しくなりバンド活動ができなくなってきて、アコギのソロギ
ターは一人で弾けるからいいなあ、と。それで、クラシック
ギター向けの楽譜集を買ってきて練習を始めたんです。
──そのクラシックの曲集はアコギで練習をしたのですか？

―――――――――――――――――――――――――――――――
ダニエル・コフリン

2021年8月5日／GGサロン
インタビュアー：渡邉弘文 本編長 
撮影：池上直哉

鈴木大介のニューアルバム、『ギターは謳うMy Guitar's
Story』がリリースされた。
武満 徹 没後25年にあたる今年、『ギターのための12の
歌』を約20年ぶりに全曲録した他、ディアンス作品、そ
してピアソラやデューク・エリントン、ジャン・ルノワール
などの“大介アレンジ”を含む究極のポピュラー名曲に
ついて大いに語ってもらったので紹介したい。

今月の
ゲスト

Daniel Coughlin
ダニエル・コフリン

13

その端正な顔立ちに加え、190 センチの
長身、長髪で“ギターの貴公子”を絵に
書いたようなダニエル・コフリン。東京
都が運営する「ヘブンアーティスト」と
してストリートライブを中心に精力的な
音楽活動を行なっている。

福島県出身 中学時代よりギターを始めバンドを組む。バンド

ではベースを担当。 高校卒業の頃よりアコースティックギター

でのソロ演奏を独学で始める。2003 年より東京在住。ギター

1 本でどこまで表現できるか挑戦しようと、演奏活動を開始。

2004 年東京都が運営する「第 4 回ヘブンアーティストオーデ

ション」に合格しヘブンアーティスト（音楽部門）に認定され

る。現在、都の施設でのヘブンアーティスト活動や、ライブハ

ウス・レストランでのライブ、そしてさまざまなイベント出演

等 多岐にわたる活動をしている。身長 190cm

公式ホームページ　http://daniel-coughlin.jp/index.html

まるやまたつや Official Website

James Goodall Style-Jumboカッタウェイモデル

D　はい。「バロック音楽集」だったと思いますが、それをア
コギで練習していました。また、僕の誕生日に母親が大萩康
司さんの CD をプレゼントしてくれたのですが、初めて聴い
た時は衝撃的でした。「上手だなあ、ギターって一人でこん
な風に弾けるのか」ととても驚きました。同じように CM か
らそれまで聴いたことのないようなギターの演奏が流れてき
たと思ったら、押尾コータローさんの曲だと分かってすぐに
CD を買いに行ったのを覚えています。
──徐々にソロギターの世界に魅かれていったのですね。
D　大萩さんに押尾さん、そして中川イサトさんや岸部眞明
さんなどを聴いて「これは凄い！」って。それでバンドから
は少しずつ離れ、高校卒業後、2 年くらいは地元の福島県の
ライブハウスでアコースティックギターでソロ演奏をしてい
ました。その後、上京して東京のライブハウスでも演奏を始

044-46：アコギ談義.indd   44 2023/03/09   12:47:00
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❶ボヘミア（現在のチェコ）出身のギタ
リスト・作曲家ヴェンツェル・トマス・
マティーカ（Wenzel Thomas Matiegka /
Václav Tomáš Matějkaa）は、フルートとヴ
ィオラ、ギターのための三重奏曲〈ノッ
トゥルノ Op.21〉が比較的よく知られて
いる。この作品にチェロ・パートを書き
加えて〈四重奏曲 D.96〉に編曲したシ
ューベルトよりも 27 歳年上で、彼の逝
去から 2 年後に没しており、2 人は共に
ウィーンで活動した同時代人と言ってよ
いだろう。
　マティーカの作品は 1806 年頃から
1817 年頃にかけて出版されている。出
版カタログでは作品番号付が Op.1 ～
Op.32、作品番号のないものが 9 作品確
認できる。作品番号は出版年代順ではな
いようで、各作品はシュタイナー、アル
タリア、ドゥルッケライ、カッピ＆ディ
アベッリから刊行されている。リストに
は室内楽作品やギター伴奏付歌曲も見ら
れるが、やはりギター独奏曲が多い。
　〈ソナタ Op.23〉の初出は 1811 年刊の
"Magasin de l'imprimerie chimique"（直訳
すると「化学的印刷店」?）で、プレー

トナンバーは 1786、被献呈者はなし。
　全 3 楽章で構成されており、第 1 楽章
はフーガ風のロ短調の主題が循環するロ
ンド形式に近い。第 2 主題らしきものは
同主調のロ長調で現れる。第 2 楽章は主
調と同主調のロ長調のメヌエットでロ短
調のトリオを挟む。第 3 楽章はロ短調の
第 1 主題とニ長調の第 2 主題が転調し巡
回していくロンド。調性はロ短調→ニ長
調→ト長調→ホ長調→イ短調→ホ長調→
ロ短調→ロ長調と目まぐるしく変化し、
最後は主調の同主調のロ長調で締め括ら
れる。ドラマティックなメロディーと斬
新な和声がロマン派音楽を予感させる傑
作である。　　　　　　　　　（編集部）

❷〈Kokaji〉（小鍛冶）は能楽宝生流ご宗
家からの依頼で、能舞台『小鍛冶』のた
めに作った曲です。「一条天皇の命を受
けた刀匠宗近が、狐の姿となって現われ
た稲荷明神の御神体とともに剣を相槌し
鍛え上げていく」という物語の様子を表
現しています。
　この曲では、⑥～①弦を D-A-D-G-A-E
に調弦します。

　楽譜で音符の下に記載してある「＋」
印は“パーム”と呼ばれる奏法を表して
おり、右手親指の付根あたりでサウンド
ホールの上側を叩きます。
　同じく「⊕」印は人差し指と中指の指
先でサウンドホールの下側を叩きます。
　5 小節目では、人差し指で④、⑤、⑥
弦のみ押さえるセーハが頻繫に出てきま
す。他の弦は開放弦を使うので、指を反
らせてしっかりとフォームができるよう
にしてください。
　 A では、アルペジョとメロディーの
バランスに気を付けて弾きましょう。2
拍、4 拍のベース音は、2 分音符で伸び
ている響きを保つように弾きます。
　 C からはアップ & ダウンの 16 ビー
ト・ストロークで弾いていきます。メロ
ディーの流れが繋がりを持って聴こえる
ように弾いてください。

（ダニエル・コフリン）
下記より模範演奏が視聴可能ですので参考にし
てください。
https://www.youtube.com/watch?v=YlcPOxxYn6U

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶マティーカ／ソナタ Op.23
 Wenzel Thomas Matiegka：Sonata Op.23

❷ダニエル・コフリン／ Kokaji（小鍛冶）
Daniel Coughlin：Kokaji 
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