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Chapte「6【Let口s practice together】一緒に弾こう!【練習コーナー】

fapθ″sLring fraln■ng■潤皮筋の練習0

※開放弦の練習②以降はシマン日レの教本を参考にしてください。

Please「efe「to SiFnandls method book fo「ope∩ st「lngs

LJiltx

D str ing

Af,R

【付録楽譜】Appendix score

Bθ wlil「7g praC古たθ ボクインカ 統習をしようノ

G線

G str ng

1)開 放弦でボウイングの練習をしましょう.

全音符、2分 音符、4分 音符、8分 音符、それぞれで音量が変わつてしまわないように

気をつけてください.

Let s practice open st「ing
丁he volume should not change lAyith each note

Dttg

Afr?
A str ing

EfrR
E str ing
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2)開 放弦で移弦の練習をしましょう。

付点2分 音符と4分 音符がずつと続いています。弓を上手くコン

移弦の際の腕の動きにも注意ですし (ショックを与えないように

Lets p「actice c「ossing st「ings
Keep a「 m shift to a minimum Move you「 a「m smoothly

トロールして音量が変わらないように気をつけましょう.
!)

3)開 放弦で弓付けの工夫をしてみましょう。 Let.sp「 actice bowlng on open st「ln8s

l各 小節の頭の拍をダウンボウで演奏できるように弓付けをイ予つてみてください。Make sure to sta「t each measure wtth a down bow

門              目             日              間

2最 初の2小節間と同じボウイングが出来るように3～ 6小節目の弓付けを行つてみてください.

Use the same bo、″ng pattern for each t、″o measures

31～ 4小 節が全て同じボウイングで演奏できるように弓付けをイ予つてみてください。

∪se the same bowlng for each measure

Pra“ 勧冒

""勧

山
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 指を玄tこなじま営よう′

1)弦 の押さえ方に慣れましょう。ポジションの位置は押さえやすい位置でよいので、弦を押さえる感覚を身につけてくださいc

Get accustomed to p「essing the st「ln8s Hand placementis good any、ハノhe「e

Please「emember this sensation of holdin8 strings

Gtt                  Dtt                 A線                  [線

21八 一フポジシ∃ンの押さえ方に慣れましょう。八―フポジシ∃ンは指を大きく開かないといけないので、

弦を押さえるのが難しいかもしれません。このような練習で少しずつ慣れていきましょう。

Get accustomed to holding the ha f position f the half position sp「eads fingersハヽ/idely,
it might be difficult to hold the st「ing study those pOsitions slcw y and conslstently

3,第 3指 の押さえ方に慣れましょう。Ⅵポジション以降は第4指 の小指ではなく第3指 の薬指を使用 しますので、

この練習で弦を押さえる感覚を身につけましょう。

Exe「clse uslng the 3「d finge「 Fo「these notes,it is difficult to use lst,2nd and 4th finge「s togethe「

So, ハヽ/e use the 3「d finge「instead of the 4th



【付録楽譜】Appendix score

scara pracrlilca ヌク=ル練習をしよう′

●24の 調性のスケールを載せていますぅ全てりし戦してみましょう。

スケール練習は指の練習だけではありません。正しいビッチや音程で演奏 して、各調の性格を身につけましょう。

24 major and minor sca:e pattern6 a「 ep「esented Please lea「nthem a‖
Scale p「actlce ls notluSt a p「actice of finge「lng
Please pe「fo「「n wlth co「「ect pltch and lnte「val.and lca「n the cha「acte「of each key

長音階 M敏 o「sCare

θ―VaJi19r F―MaJi19「

膊

θ多_MaJi19rF′‐VaJior

θ―議鑢0″

θ‐VaJior β多̈ vaJi19r

β―VaJi19r D多_Mεゾar

,`F♯―Ma10rと G♭ Malo「は、異名同調です。
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楽譜上の注意 :

2つ 音符が書いてあるスケールがありますが、

初めは下の音符から練習しましょう.慣 れてきたら上の音符でもスケール練習を行つてみてください。

Attention:
Begln∩ e「sp「actlce the lotA/e「notes Please p「 actlce the uppe「 scale when comfo「 table

卿 M・nar scaJe

d-minor

わ―
"わ

σ

f#-minor 0-′ηノ′7ar

c#-minor

b多 ―

“

/i7ar

θイηノ170r

g―Лη′J7ar

f―ρ?ノβar

g#-minor

d#-minor e b-minor

※d♯_mlno「と e♭ mlno「は、異名同調です.


