
2020.5 月 jet 小倉・神戸・福岡 

アレンジステージ&サウンドカーニバル対応作編曲講座 

=====オンライン実施・ADS 松丸弘子===== 

Let’s  Arrange !   Let’s  Original  Music !  

世の中は、ますますコロナ感染拡大が進み、全国に緊急事態宣言が出た事態となりました。4 月より、私の担当する

jet3 支部も、その影響で jet の各教室活動の存続のために、各支部ごとにグループラインを作成し連絡体制を整え、

定例会における定例研修講座は、ビデオ通話機能を使ってオンラインで実施させていただいています。(4 月はオンラ

インレッスン推進についての座談会を実施) 5 月オンライン定例会参加にあたり、事前にご案内したレジュメ、楽譜

等の資料のご準備、ご提供した音源の視聴をお願い申し上げます。 

◆ 

エレクトーンを核として音楽指導者として活動する中、エレクトーン楽器本来の魅力を生徒さんに伝えていますか?

エレクトーンは、多彩な音色と 3 段鍵盤、リアルタイム演奏で、自らが音楽を創出することができる楽器として進化

を遂げてきました。それを使って音楽を教える仕事に携わる私たちが、その楽器の機能操作を学ぶことに加え、エレ

クトーンを奏でるための原点、エレクトーン音楽に着目し、その楽譜に着目し、自らが音色を選び、メロディーやハ

ーモニー、リズムを組み立ててエレクトーンを使った作編曲の経験を重ねなければ、エレクトーンに携わる専門家と

は言えません。 

指導者として、すでにでき上がった市販の楽譜を演奏することから一歩踏み出し、教える立場として楽器本来の魅力

に向き合って、生徒のために、自分のために、このコロナで出現した時間を自分の音楽力アップ、学びとしていただ

き、編曲や自作曲制作に取り組んでみましょう。また、ピアノの生徒さんにもエレクトーン講師としてのスキルが生

かせるかせるような作品制作をめざし、アレンジステージやサウンドカーニバルに取り組みましょう。                                        

◆本日の準備物 ・・・・使用曲  

①この文書～作編曲講座レジュメ 

②Open Café’(松丸弘子作曲) ソロ用 ③アンサンブル用 各楽譜 

④バーディマーチ (ケーラー作曲) 松丸弘子編曲 P&E アンサンブル楽譜 

・各ステージア音源データは、既にグループラインで配布済  

・YOU Tube にて視聴 松丸弘子 で検索 ( Open Café やバースディマーチで検索下さい)  



 ①オリジナル曲を作ろう   ①Open Café’  2007 Hiroko Matsumaru                  

 ■作品について～その演奏と編曲ポイントのために              

①C major ハ長調・・・・弾きやすく明解に 

②わかりやすく覚えやすいメロディー 「あらー!」モチーフ 

③明るい雰囲気・・・2/2 Swing テンポ ♩=140 前後で ウキウキるんるん 

④全体が把握できるわかりやすさ・・・ 歌もの(グレード B 即興を思い出そう)                       

イントロー1 コーラス目―2 コーラス目―３コーラス目―エンディング 

 

■ 作曲 編曲 のために                                        

◎どんな作品を作りたいか コンセプトをはっきりと   

例) 5W1H  こんなイメージ、誰に弾かせたい どこで弾かせたい いつ弾きたい  

  ⊡器楽曲(インスト)と、歌ものオリジナルソング  

 

  自分の好きな曲、気になる曲を参考に 

  

    

①曲を作る～メロディーを作る   

②こんな曲! を表すモティーフ(動機) 

③モティーフからの広げ方 

①曲を作るためのコード進行から作る 

②構成を組み立てる        

③コードにメロディーを乗せる(弾き語り) 

<<<コンパクトでも感動を与える部分を作る>>> 

★音の並びについてのヒント 

・ノンコードトーンの用法 

経過音 刺繍音 先取音(アンティシペイション)

下からのアプローチノート 

倚音    繋留音     逸音      

・和音は単語 和声は文章 

・カデンツは和声のひとゆれ 

(安定→不安定→ 安定) 

・運動停止・・・フレーズの最後=終止音 

旋律フレーズからの様々な音高パターン 

上り下り 

下り上り 

だんだん上がる 

だんだん下がる 

ジグザグ上がる 

ジグザグ下がる     ほぼ水平 

和声の句読点が終止 

(基本の終止の形) 

全終止 Ⅴ→Ⅰ →D→T  ピリオド 

偽終止 Ⅴ→Ⅵ  →D→T コンマ 

半終止  →Ⅴ     →D コンマ 

変終止 Ⅳ→Ⅰ  →S→T ピリオド 

2 つのフレーズを作る時 終止のコントラスト 

開いた終止+閉じた終止 

・対比関係のあり方 

  純粋反復 

  変化反復 

  純粋対照 

・2-2-4 の関係  

 

弾いたら 

楽しくなる曲! 

楽曲を分析する習慣をつけよう 

(構成音類とその位相、フレーズと音高パターン) 

到達音の 

安定度 



☆歌詞のあるメロディー    言葉とリズムの関係  題名イメージは大切だ!  

・楽曲構成(形式)         ・二部形式   a a’ b a’       a a’ b b’   

                       ・三部形式   A B A    a a’ b b’ a a’’ 

              耳馴染んでいる知っている歌もの曲の構成を参考に (A メロ B メロ サビ) 

・明解なコンセプト  イメージ   テンポ 調性 拍子     イントロとエンディング 

曲のデザイン骨組み 

⇓ 

コード付き一段楽譜を作る 

作ったメロディーに、エレクトーンで伴奏アレンジする→作品へ 

 

★どんなにシンプルなメロディーやコードでも、 エレクトーンでアレンジすることにより楽曲作品になる! 

★ピアノ作品を作る場合、演奏者のテクニックが作品に大いに影響し、楽譜に現れる 

<<参考作品の背景>> 

■松丸弘子:Open Café  

9 年間過ごした福岡から東京に 2004 に戻り、暫くの後に 2006～2008 あたりで、千駄木にある「カフェイマー

ゴ」というお店の地下のスタジオをレンタルさせていただきレッスンや創作を行い、時々一階のお店でライブをする

ことを条件に活動していました。その頃のクリスマスライブのために書いた曲です。 

お店のオーナーは、かつてヘアメイクの専門学校を経営していた方で、ご本人もヘアメイクアーティストとして、著

名な方々を顧客に持つ素敵なマダム。ご主人は写真家で、お二人に見守られるかのように、毎日のようにお店に出か

けては、今までにない世界を経験することになりました。 

お店に流れる素敵な音楽の中で、まるでアニメ映画に出てくるお洒落な老婦人のようなマダム、その笑顔で迎えてく

れる時の「アラ～」という声をモチーフにしています。 

Swing のリズムに乗って、楽しく弾きましょう。シンプルそうで、意外と地味に難しい曲かもしれません。 

ノンレガート気味なスィングの弾き方は、クラシックのピアノ奏法とは異なりますので、決して固くならずに軽やか

に。また、エレクトーンも、右手の奏法はノンレガートを意識して弾きましょう。口笛のようなホイッスル、可憐で

お洒落なアコーディオン、様々な音色で SEQ に乗って左手のバッキングをよく練習して下さい。テンポキープやノリ

の良さを出すためのベースの弾き方、ジャズオルガン奏法でしっかり弾きます。 

シンプルなメロディーですが、それを支える伴奏のハーモニー進行と刻み、オブリガードやフレーズの対話、ちょっ

とした装飾音符の弾き方、また、後半に転調してからは、コード進行や伴奏のパターンが広がります。 

ちょっと気楽な雰囲気でも、一つ一つの音の表現に注意を要する曲、どうぞ楽しく弾いていただけますように。 



◆メロディーの作りや音に注意してみましょう。(非和声音の使い方、モチーフの特徴、構成 etc) 

◆シンプルなコードを付けてみましょう。 

◆そのコードから、セカンダリードミナント(副属七)やトゥーファイブ(Ⅱm7-Ⅴ7)、代理コード(Ⅴ7→♭Ⅱ79)

その他を使って味付けしてみましょう。 

 

 



②初級〜ピアノの生徒さんのために P&E クラシックアンサンブル伴奏を作ろう 

<<<ケーラー作曲 バースディマーチ(松丸弘子編曲)>>> 

◆ピアノの生徒に先生のエレクトーン伴奏でアンサンブル体験、 

生徒が弾くピアノパートは、原曲そのままとして 

コンチェルト(ピアノがメイン)の伴奏アレンジを作ろう 

ポイント 

①生徒の弾くテンポに合わせて、なるべくオートリズムを使わずに、 

KBP(キーボードパーカッション)を活用。→ノーマル演奏  

②生徒が弾くピアノパートは、原曲とするから、曲のサイズも同じにする。 

  ・曲の構成に合わせて、伴奏形、音色をチェンジ→ 

流れてくる伴奏で今どこを弾いているのかわかるように 

  ・弾きやすくするためのイントロを作る 

  ・楽しい音色や演出の音とアレンジ→おめでとう!の拍手 シュービードゥーバーコーラス 花火 

③一緒に弾きたくなるような伴奏を作ろう エレクトーンに興味を持つような伴奏を作ろう 

*CD に合わせるのも楽しいけれど、寄り添って一緒に生で弾いてくれる先生の伴奏は最高! 

 

    

つなひきぞうさん 

げんきなこどもたち 

愉快なオーケストラ 

 

 

 

 

 

 

りすのこもりうた 

かっこう 

みつばちまーち 

よるのおはなし 

ゴリラのゴッホ 

素敵なショータイム 

 

 

 

赤鼻おじさん 

ロンドン橋 

春のしらせ 

かわいいはなたば 

こぶたのガボット 

ライオンの行進 

おるすばん 

ひぐれみち 

マリオネットのダンス 

ラベンダーブルー 

さばくのまちで 

ジプシーの踊り 

私はポットです 

メリーさんの羊 

おせんべパリン 

ラッコのしょくじ 

◆大好きエレクトーン出てくる 2 段譜で作成。ピアノパートは左手和音を分散で仕立てる等工夫しても。 

タイトルをつけてイメージを広げアレンジへ  5W1H    

④2 台アンサンブルアレンジのコツ 各楽器パートの明解な役割分担 お互いを聞きあえるように              

◆ 原曲の和声を基本とし、あまり奇抜なコードは付けない。 

◆ ピアノ 2 段、エレクトーン 3 段計 5 段の楽譜の中に、メロディー、ハーモニー、リズム オブリガート。効果的

に、整理したように配置すると、出来上がった時の伝わり方もスマートに。 

③ 上級アンサンブル参考～ソロオリジナル Open Café’ を P&E アンサンブルに 

シンプルで口ずさめるメロディーを生かすオブリガートの効果 

・フレーズの追っかけ モチーフを生かす Swing のリズムに乗った刻みのおかず(リズムフレーズ) 

データや CD に

あわせ一人で 

アンサンブル 
先生の伴奏に合わせてアンサンブル

音楽の楽しさ 共感の実体験へ  



Jet の私たちがレッスンで取り組んでいきたいこと～ 

◆ソロで演奏することから誰かと合わせる=アンサンブルすることを教えることは・・・伴に奏する意味は? 

Swing のリズムに乗って、一緒にアンサンブル! Jet として、ピアノもエレクトーンも、クラシックもポピュラーも

教える私たちが、楽しくアンサンブルに取り組む時、Swing というリズムのノリは、特別な「楽しさ」の魔法をもた

らしてくれます。 

今習ったお堅い練習曲も、2 ビートを刻んで伴奏したら! それはマーチからちょっと弾んでうきうきわくわく、るんる

んとスキップしたり、踊りだしたくなるような世界が広がることでしょう。楽譜に書いてあることをそのまま弾いて

終わり、また楽譜に書いてある通りに、難易度の高い長い曲を弾くことに喜びを持ったりすることとは違う、音楽の

楽しさを伝える、そんな工夫ある即興性を持つレッスンを、jet の先生方はエレクトーンを使って楽しみながら教える

ことができるでしょう。 

エレクトーンの中にあるたくさんのリズム、そのリズムを流すだけでなく、それに合わせて寄り添って伴奏形を刻ん

で、生きたリズムの伴奏を心掛けましょう。 

といっても、雑多な日常の中、ましてや今のこのコロナで閉塞的な中で教えるレッスン!  

画面の向こうの生徒さんにできることは? 

 

リアルで伴奏してあげたくても、なかなか接続の状況で良い状態で楽しむことはできないかもしれません。そんな時

に、教材曲そのものだけでなく、簡単に刻むだけの伴奏音源を工夫され録画して、予め送っておくとよいでしょう。

楽しそうに弾く先生の姿に、生徒もリラックスして体が自然に動き出し、踊り出すかもしれません。 

今できることは何かと、無理をせず生徒さんとのコミュニケーションを大切にして、この状況を乗り切っていきたい

と思います。 

音楽の楽しさは、遊びのように、その中に自らが能動的に参加して、自分のものとして体験することで、培われてい

きます。どんな音楽がより楽しいのか、素敵なわくわくを考えることで自然とセンスが培われ磨かれて、違いが分か

るようになるものです。そして何よりも、教える私たち自身がそのことに気がついて、良い音楽指導者、エレクトー

ンの専門の指導者として生徒と共に成長していけたら、こんな喜ばしいことはありません。 

どうぞ、先生方皆様、生徒様と共に、それぞれ一日も早い収束を祈りながら、音楽の持つ力でたくましく乗り越えて

参りましょう。今日は有難うございました。 

 

2020.5   松丸弘子 

 


