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はじめに
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この資料は、これからクラシックギターを始め
る方々のために、かつてギターを弾いていた
OB・OGからの贈り物として作成したものです。

初めてギターを手に取る方をイメージして作っ
ています。

実際の練習には、「こどもギターきょうしつ」
のテキストを中心に進めていきますが、この資
料は、その補完資料として使ってください。

なお、資料作成にあたっては、「たのしく学べ
るギターレッスン １」「現代ギター」、ネッ
トからの情報をもちい、先輩の方々からのアド
バイスを交えて作成しています。

それでは、ギターをもって始めましょう！
「こどもギターきょうしつ」は、市販されています



クラシックギターの名称、取扱い、準備するもの

先輩からの一言

特に覚えてほしい名称
• ブリッジ寄りの固い音等で使う「ブリッジ、あるいは駒」
• 高い音の出る弦が１弦、一番低い音の弦が６弦 「弦の番号」

取扱い
• ギターはデリケートな楽器です、大切に扱いましょう

• 使用しない時は、ギターケースかギタースタンドに。（平成３
１年度にOB・OG会から寄贈していますので使ってください）
床には、なるべく直接おかないようにしましょう。

• 時々、楽器用の布で拭いてあげましょう。
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指の名称
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先輩からの一言

• 右手の小指（ch）は、フラメンコ

ギター等では使いますが、クラ
シックギターでは、ほとんど使い
ません。

• 左手の親指は、アコギやエレキの
場合は、フレットを押さえるとき
に使いますが、クラシックギター
では使いません。

• 左利きの方は、左利き用のギター
が特注？でありますが、何かと不
便のようです。ギターだけは、右
利きでやってみませんか。



ギターを弾く前に ：調弦

先輩からの一言

今は、「チューナー」という便利なもの
がありますので、調弦もとても短時間に
できますね。

昔（４０年前？）は、練習前の調弦に、
１５分、３０分かける場合も・・・

たまには、「音叉」を使って、調弦する
練習をするのも大事かと思います。
（チューナがない、電池切れ等の非常事
態のためにも）
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ギターを弾く前に：姿勢
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先輩からの一言（特に、女性の方へ）

ギターは、楽器の中で一番美しい姿と顔で演奏す
る楽器と言われています。理由？

トランペット等管楽器は、ほっぺを膨らませる！
フルート等の木管楽器は、唇を薄くして吹く！
バイオリン等弦楽器は、あごで支え変顔になる
ピアノは、右半分しか見せない などなど

ということで、かっこいい姿勢で演奏しましょう

スカーフで、
ひざや足元を
隠すというこ
とも、いいで
すねえ！

先輩からひと言

• 足を組んで弾く場合も、ギターを上に向け過ぎて、
だらっとしたかっこにならないように！

• 足台のほかに、いろいろなギターレストがあります。
自分に合ったものを探してみるのも面白いですよ。



ギターを弾く前に 姿勢（おまけ）

このフォームの違いは、今は、コンサート会場も
大きく、より大きな音を出さなければいけなく
なったこと、弦がガット（羊の腸で作った弦）か
らナイロン弦に変わったこと等があります。

ということで、今式のフォームで弾くと、大きく、
かつ、丸みのある音がでます。

一方、昔式では、鋭い、繊細な音がでます。なぜ
か？ 指が弦に触れている時間が長いか短いかと
いう違いです。このあたりは、音の好みもありま
すが、今式をお勧めします。

今式にするためには、足台の高さをかなり高くす
ることが必要です。

さあ、肩の力を抜いて、手首をまっすぐして、こ
の姿勢をとってみましょう！！

上の2枚の写真、どこが違いますか ？

まず、ギターの立ち方です。ギターの頭？（糸巻きの
あるところ）が、昔（白黒）は、肩ぐらいの高さです
が、今（カラー）は、目の高さよりも高くなっていま
す。
それと、手首の形です。これは2つ目のタッチにつな

がりますが、昔は、手首を下に曲げていますが、今は、

手首はまっすぐになっています。 7



右手の弦へのタッチ 高校クラブ指導資料より
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どこを押さえると、どの音が出るのかを知りましょう

先輩からの一言

• ギターを最初に学ぶとき、２つの訓練
が必要かと。

• 一つは、右手、左手の指の運動に関す
る訓練。右手のどの指で音をつま弾く
か、左手のどの指で弦を押さえるか
等。

• もう一つは、どこにどの音があるかを
覚えるという頭の運動。ギターでは、
同じ音が、違う弦で弾けるので、音に
よっては３か所同じ音ができることも
（次のページ参照）。
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この４つの「ミ」は、同じ音
ただ、１弦の「ミ」は、鋭く明確な音
２弦の「ミ」は、少し丸くなる
３弦の「ミ」は、少し曇った音になる

１弦

６弦



コード（和音）にチャレンジしてみよう
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先輩からの一言

コードが弾けるように
なると、いっぱしのギ
ター弾きに見えます。
弾き語りした人には、
必須の知識です！

アコギもエレキも、
コードが基本です！！
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先輩からひと言

Cコードは、基本中の基本！

コードを弾く場合は、１弦づつばらして弾く分散和音
（アルペジオ）と、まとめて弾く場合があります。

分散和音では、１弦はa（薬指）、２弦はm（中指）、
３弦はi（人差し指）、６弦はp（親指）のように、役割
を決めて弾くようにしましょう。



コード進行の大切なところ

•曲のほとんどは、和音進行（コード進行）で構成されています。

• このコード進行には、ルールがあります。（詳しくは和声学で）

• P14の「よろこびのうた」も、C⇒G7⇒C⇒G7と進んでいきます。

• クラシックの曲の楽譜には、コード名は記載がありませんが、どのようなコー
ドで構成されているか考え、理解できると、とても曲への理解が深まります。
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アルペジオの練習
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リズムを意識して演奏する

•２拍子、３拍子、４拍子・・・どの拍子の曲かを常に意識し、リズムをとり
ながら（「拍」をとりながら）演奏しましょう！例えば、足でリズムをとりながら

•練習する際には、メトロノームを使い、リズム感を感じながら弾きましょう。

•４分の３拍子、８分の６拍子の曲は、特に注意！同じ音符が並んで
いても、違う曲になりますよ！！

右の楽譜、歌ってみてください

（赤線で区切って）

まったく、ちがうでしょう！
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ギターのメンテナンス（弦の交換）

先輩からの一言

• 弦は、できれば、月に１回は交換したいですね

• 「クリアトーン」というブリッジでの弦を止める
ものを使うと、音に伸びが出ます（個人的感想）
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つめの手入れ
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クラシックギター初心者のための情報

• ここからは、クラシックギターを学びたいと思う皆さんへの情報提供です。

• クラシックギターへの興味をさらに深めることで、より、ギターを弾くのが楽しく
なってくるのは間違いないです！！

• クラシックギター練習曲集

• クラシックギターの図書

• クラシックギターの作曲家

• クラシックギターの演奏家

• その他もろもろ・・（映画、ギター教室、・・・）
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お勧めクラシックギター練習曲集 推薦人：矢ヶ部
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初級のギター教則本の定番
第３部の45の練習曲は、とても大切！

2,000円

「月光」「夢」などのソルの小品名
曲も入ったとても素敵な練習曲

2,000円

カルカッシ、ソルの練習曲を卒業
したらチャレンジしたい練習曲集

1,000円

カルカッシギター教則本 ソルの20の練習曲集 コストの練習曲集



お勧めクラシックギター関連図書 推薦人：矢ヶ部
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Q&A形式で、基礎的なことから、多少
専門的なことまでわかりやすく解説

1,800円

これは、クラシックギターをやって
いる人は必携！ぜひ、ご購入を！！

1,800円

クラッシックギターの名曲にまつ
わる蘊蓄たっぷり！おもしろい！

1,700円

旧版⇒

新版⇑



お勧め図書（その２） 推薦人：矢ヶ部
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楽譜を読む際の基本となる楽典をギ
ター譜で解説。これも必携か！

1,500円

クラシックギター名曲がかなり網羅
されている。ギター音楽通になれる
１冊。 1,900円

毎月出るクラシックギター専門誌
ギターのテクニック、曲解説、楽
譜がついている 1,400円/月



クラシックギター界の作曲家 推薦人：矢ヶ部

名前だけでも知っておいてほしい作曲家10名と聴いてほしい１曲
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フェルナンド・ソル
「グラン・ソロ」

マウロ・ジュリアーニ
「英雄ソナタ」

ホアキン・ロドリーゴ
「アランフェス協奏曲」

フランシスコ・タレガ
「アラビア風奇想曲」

オウガスティン・バリオス
「大聖堂」

マヌエル・ポンセ
「エストレリータ」

ミハエル・リョベート
「聖母の御子」

ヴィラ・ロボス
「プレリュード１番」

ヨハン・S・バッハ
「シャコンヌ」

レオポルド・ヴァイス
「ファンタジア」



クラシックギター界の演奏家 推薦人：矢ヶ部

名前だけでも知っておいてほしい演奏家10名
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ジュリアン・ブリーム ジョン・ウイリィアムス マヌエル・バルエコ

デビット・ラッセル 山下和仁村治佳織福田進一 渡辺範彦

ナルシソ・イエペスアンドレス・セゴビア



話題作のお知らせ 推薦人：矢ヶ部
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今年秋公開予定の「マチネの終わりに」（主演：福山雅治＆
石田ゆり子）。同名小説（平野敬一郎著）の映画化。

クラシックギタリストが主役の映画。全編に多くのギター曲
が流れます。モデルは、ギタリスト福田進一さんだとか。
秋には、クラシックギターブームが来るのではという期待が
あります。秋までには、弾けるようになっておきましょう。



最後に

• 「こどもギターきょうしつ」、別資料の先輩との二重奏楽譜などを用いて、毎
日少しづつでもギターを弾いてください！

•最初は、右手も、左指もしんどいこと多いですが、ともかく、ギターを弾くこと
を楽しんで、ギターを好きになってもらえればと思います。
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