
 

  

赤囲みの曲 

曲の注意事項を訳したものがあります。 

それ以外のものは、紛失しました。 

 

各曲の注意事項（A-Z）についての和訳 

 

ド素人の訳ですので、意味不明のところはご

勘弁をお願いします。 



４．L’ insulaire 

 

Maintain a steady pulse throughout the piece and take great care of the rhythms that it contains, in 

particular these of dotted values. And do not rush the tempo. 

細部にわたって、しっかりとした曲の流れを維持すること。特に付点を付けた音を含んでいるリズムは、

きちんと取ること。そして、速度を急いで運んではならない。 

 

Ｊ）Do not let the note ring beyond the required duration, by either simply lifting the left hand finger 

playing it, using the right hand, or any other means whatsoever. 

Ｊ）必要な音価を越えて、押さえている左の手指を単に持ち上げて、右手を使おうとしてはならない。あ

るいは、どのような他の意味があったとしても。 

 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

 

Ｉ）Make sure here to hold the note for its entire duration, maintaining (or not) the finger playing it, but 

also, depending on the situation, dampening it with the left hand, right hand, or even both. 

Ｉ）押さえているその指を維持（または not）しながら、その間のための音を保持することを確かめなさ

い。しかし、また、その状況に依存しながら、左の手、右手、または両手で湿らしながら。（意味不明？） 

 

Ｏ）Accentuated note (possibly forte) but not necessarily played with a rest stroke. 

Ｏ）アクセントの音（おおむねｆ）は、必ずしもストロークで演奏しなくてよい。（？） 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）？ 

  



５．Ate breve 

 

See you soon in Portuguese. 

C minor being a beautiful key signature , though relatively unexplored in the guitar repertoire, it appeared 

interesting to me to briefly explore some of its charms, without being too adventurous with its inherently 

difficult way. 

すぐにポルトガル語で見なさい。 

ギターレパートリーで比較的作曲されたものが少ない美しい調号であるハ短調。その調性が本来持つ難

しい奏法にならないよう、その魅力のうちのいくつかを作曲することに、私は大きな興味を持った。 

 

Here you will play lightly, especially on the double notes and chords which will often have this 

accompanying function that requires as much withdrawal as efficiency. 

Furthermore, a few staccato chords - here and there but especially at the end of [Ate breve]- should also 

deserve your attention. 

ここでは、あなたは、特に、しばしば、効果と同じく撤退を必要とするこの付随機能を持つ 2 つの音と和

音を軽やかに演奏するであろう。 

さらに、少しのスタッカートぎみの和音について、特に [Ate’ breve]の終わりにそこここで、あなたの注

意を向けるようになっているはずである。 

 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦ででるキーキー音を避けるために、最後のぎりぎりの瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

 

Ｎ）Note played with rest stroke, but not necessarily forte, nor accentuated. 

Ｎ）音は、休みストロークによって演奏された。必ずフォルテでなく、アクセントをつけることなく。 

 

Ａ）Place the thumb on the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）反響を抑えるために、親指は、正確な位置で、指示された弦に置きなさい。 

 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いの代案 



６．Marchante basse 

 

This piece, with a subtly translated title, will not be easy to play or memorize (you see, I am giving away its 

color). Il will require from you much attention, especially for the fingering. 

The one suggested here, aside from being more fluid (and less “noisy” consequently), will allow to approach, 

if not better, the characteristic of this piece-study: the legato. 

To be worked out extremely slowly. 

 この曲は、微妙に翻訳されたタイトルのため、演奏、または記憶しやすくない曲である（御覧なさい、

私はその先入観をすでに与えている）。 私は、特に指使いのために、多くの配慮をあなたに要求する。 

ここに提案したことは、より流れるような演奏（そして、より少ない「騒々しい」演奏）をすることは別

にして、この練習曲の特徴である「レガート」であることへのアプローチに可能にする。 

極めてゆっくりと演奏するために。 

 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

 

Ｏ）Accentuated note (possibly forte) but not necessarily play with a rest stroke. 

Ｏ）アクセントをつけた音（多くはフォルテ）けれども not で、必ず休みストロークで演奏する（？）。 

 

Ｌ）Optional technical slur. 

Ｌ）オプションとしての技術的スラー 

 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

 

Ｖ）Optional 

Ｖ）オプションの 

 

  



７．Babybaiao 

This little baiao (pronounce bayaow) will be a nice opportunity to integrate the notion “moreover, the 

concept” of syncopation. 

この小さなバイヨン（bayaow と発音する）は、シンコペーションの観念を統合するのに良い機会となる

であろう。 

And God knows if this is important to us, guitarist, that the repertoire so often borrows from folk music. 

そして、神は、私達、ギタリストは、レパートリーがしばしば民族音楽から借用されていることが重要で

あるかどうかを知っている。 

Practice it slowly (with a metronome at first, which I am not against) and please, please do not accelerate. 

それを、ゆっくり練習しなさい（最初はメトロノームを用いて、自分勝手にしないで）、どうぞ、どうぞ

決して速くならないでください。 

 

Ｎ）Note played with rest stroke, but not necessarily forte, nor accentuated. 

Ｎ）音は、休みストローク（？）によって演奏される。必ずフォルテでなく、また、アクセントをつける

ことなく。 

 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

 

Ｌ）Optional technical slur. 

Ｌ）オプションとしての技術的スラー 

 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

 

＊Join the thumb and index, then as if using a plectrum, strum the chord with the whole surface of the index 

fingernail. 

＊つめを使うのであれば、親指と指示された指のつめの表面全体で和音をかき鳴らしなさい。 



 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

 

  



８．Paris-Cine 

 

You will make sure to play the right duration and hold the notes that form the lower part of this piece, these 

notes being tied or not. 

あなたは、右側の部分の演奏を確かなものにするでしょう。それと、この曲の下の部分を、縛られている、

あるいはそうでないこれらの音。 

The other priority is concerning the notes and resonances to dampen. Very important also. 

他の優先順位は、その音と共鳴する音が湿るよう（？）に関係していることである。これもまた非常に重

要である。 

N.B. measure 11. You will notice the different fingering on the same note (B). if one is harmonic (part of 

the accompaniement) the next one is melodic, clearer by definition, and consequently played on the open 

string. 

注：手段 11。もしそれが調和的で（accompaniement（？）の一部）続く音が旋律であるならば、あなた

が、同じ音（B）について異なる指づかいであることに気づくだろう。 隣のものは、明らかによりクリ

アで、その結果、開放弦によって演奏される。 

 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

 

Ｃ）Even if it has not yet been played, delicately place the thumb on the indicated string (and, sometimes, 

with the indicated finger) in order to dampen, either the open string touched by the leaving finger, or the 

harmonic note that this string has caught from a preceding note. In doing so you will avoid the possible 

with the following note(s). 

Ｃ）たとえそれがまだ演奏されていなくても、指示された弦（そして、時々は、指示された指）の上に、

親指を繊細に置きなさい。開放弦に離れた指が触れないよう、あるいは、この弦が先行している音から触

れているハーモニクスの音（倍音？）がでないように。続く音についても、その可能性を避けるようにし

なさい。 

 

 



９．La toque a Tina  

The repeats that garnish this piece-study are optionals, so they are left to the performer’s taste. 

この練習曲を飾る繰り返しは optionals（？）である。従って、それらは演奏者の好みに任せられる。 

So they could be omitted, or all played, or even partially played depending on the sections. 

従って、それらが省略できたことすべて、行うこと、または部分的な演奏でさえ、その章に依存する。 

 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

 

Ｏ）Accentuated note (possibly forte) but not necessarily played with a rest stroke. 

Ｏ）アクセントの音（おおむねｆ）は、必ずしもストロークで演奏しなくてよい。（？） 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

 

 

  



３５．Les Fanfans 
Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

Ｃ）Even if it has not yet been played, delicately place the thumb on the indicated string (and, sometimes, 

with the indicated finger) in order to dampen, either the open string touched by the leaving finger, or the 

harmonic note that this string has caught from a preceding note. In doing so you will avoid the possible 

with the following note(s). 

Ｃ）たとえそれがまだ演奏されていなくても、指示された弦（そして、時々は、指示された指）の上に、

親指を繊細に置きなさい。開放弦に離れた指が触れないよう、あるいは、この弦が先行している音から触

れているハーモニクスの音（倍音？）がでないように。続く音についても、その可能性を避けるようにし

なさい。 

 

３６．Le magichien 
Successively move each finger when playing descending then ascending instead of playing them 

simultaneously. 

連続して同時に演奏する代わりに、上がって下って弾くとき、各々の指を動かしてください。 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

Ｎ）Note played with rest stroke, but not necessarily forte, nor accentuated. 

It will be accentuated only if an accent is indicated in addition to the tenuto symbol located over or 

under the notehead. 

Ｎ）音は、休みストローク（？）によって演奏される。必ずフォルテでなく、また、アクセントをつける

ことなく。 

アクセントが向こうに位置するテヌートのシンボルに加えて示されるか、符頭の下にある場合だけ、そ

れは強調されます。 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

Ｊ）Do not let the note ring beyond the required duration, by either simply lifting the left hand finger 

playing it, using the right hand, or any other means whatsoever. 

Ｊ）必要な音価を越えて、押さえている左の手指を単に持ち上げて、右手を使おうとしてはならない。あ

るいは、どのような他の意味があったとしても。 

 

 

 



３７．Chirimoyesca 
 

Ｎ）Note played with rest stroke, but not necessarily forte, nor accentuated. 

It will be accentuated only if an accent is indicated in addition to the tenuto symbol located over or 

under the notehead. 

Ｎ）音は、休みストローク（？）によって演奏される。必ずフォルテでなく、また、アクセントをつける

ことなく。 

アクセントが向こうに位置するテヌートのシンボルに加えて示されるか、符頭の下にある場合だけ、そ

れは強調されます。 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

Ｑ）Fake slur: with a finger of the left hand, hit the note marked with an x-shaped symbol with more or less 

intensity, in order to give the impression that it is tied to the preceding note, which is played on a different 

string. 

Ｑ）偽のスラー：左手の指で、多少強く×印をつけた音を鳴らしなさい。異なった弦で演奏されることで、

それが先行する音に影響されるという印象を与えるために。 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

Ｆ）Port./ Poltamento= slow and regular shift between two notes, often played on the same string. 

 NB.: The second note is plucked again, in opposition to the glissando. 

Ｆ）ポルタメントは、多くは同じ弦を使って演奏され、二つの音の間をゆっくり、そして、正しく移動し

なさい。(注意)二番目の音は、グリッサンドと異なり、再び弾く。 

G”) All harmonics played with the right hand on the 3 lower strings will systematically be played with the 

thumb (the index finger touching the string delicately) in order to avoid the squeak noise produced by the 

ring fingernail. 

G”) リング指の爪によって出されるキーキー雑音を避けるために、3 つの低音弦で右手でしたすべての

ハーモニクスは、親指（繊細に弦に触れている人さし指）で、組織的に演奏されます 

Ｃ）Even if it has not yet been played, delicately place the thumb on the indicated string (and, sometimes, 

with the indicated finger) in order to dampen, either the open string touched by the leaving finger, or the 

harmonic note that this string has caught from a preceding note. In doing so you will avoid the possible 

with the following note(s). 

Ｃ）たとえそれがまだ演奏されていなくても、指示された弦（そして、時々は、指示された指）の上に、

親指を繊細に置きなさい。開放弦に離れた指が触れないよう、あるいは、この弦が先行している音から触

れているハーモニクスの音（倍音？）がでないように。続く音についても、その可能性を避けるようにし

なさい。 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 



３８．Le petiti orgue de Barbarie 
（The little street organ） 

ちいさなストリートオルガン 

 

After F# minor a few piecetudes earlier, why not a little B♭major(in the category of rare key signatures on 

guitar). 

以前に示したいくつかの課題曲？である嬰へ短調の後、（ギターの珍しい調子記号のカテゴリーに属する）

変ロ長調がなぜわずかしかないのか。 

Here also, I have taken care of bringing a light touch to key signature that has a poor reputation among 

guitarists(rightly). 

ここではまた、私は、ギタリスト（正しく）の間での劣った評判を持つ調子記号の曲に、軽いタッチを持

って演奏するよう気をつけました。 

How? In seeking the bargain of having open strings that will here and there make it flow a little more. 

どのように？開放弦を持つ約束を求める際に、あちこちで、もう少し流れるように演奏してください。 

This way, why avoid the appeal of unusual key signatures in the name of unplayability on guitar? 

この方法では、なぜ、ギターで演奏不可能といわれる普段用いられない調子記号の出現を避けるのです

か？ 

There is always away to do it so that these pieces can be approached at a reasonable cost, I believe. 

これらの作品が、手頃な努力で到達できるようになるためのいつもの方法であると、私は思っています。 

And this little organ with Parisian accent is, I do hope, a possible illustration of this. 

そして、パリのアクセントをもつ小さいオルガンは、この可能性がある具体例であると、私は期待してい

ます。 

Don’t drive too fast and carefully follow the instructions along the way of this brief journey inB-flatLand. 

あまり速く、演奏しないでください、そして、慎重に、この短い旅 inB-flatLand の方法に沿って指示に

従ってください。 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

Ｌ）Optional technical slur. 

Ｌ）オプションとしての技術的スラー 

Ｎ）Note played with rest stroke, but not necessarily forte, nor accentuated. 

It will be accentuated only if an accent is indicated in addition to the tenuto symbol located over or 

under the notehead. 

Ｎ）音は、休みストローク（？）によって演奏される。必ずフォルテでなく、また、アクセントをつける

ことなく。 

アクセントが向こうに位置するテヌートのシンボルに加えて示されるか、符頭の下にある場合だけ、そ

れは強調されます。 

Ｆ）Port./ Poltamento= slow and regular shift between two notes, often played on the same string. 

 NB.: The second note is plucked again, in opposition to the glissando. 

Ｆ）ポルタメントは、多くは同じ弦を使って演奏され、二つの音の間をゆっくり、そして、正しく移動し

なさい。(注意)二番目の音は、グリッサンドと異なり、再び弾く。 

Ｑ）Fake slur: with a finger of the left hand, hit the note marked with an x-shaped symbol with more or less 

intensity, in order to give the impression that it is tied to the preceding note, which is played on a different 

string. 



Ｑ）偽のスラー：左手の指で、多少強く×印をつけた音を鳴らしなさい。異なった弦で演奏されることで、

それが先行する音に影響されるという印象を与えるために。 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

Ｃ）Even if it has not yet been played, delicately place the thumb on the indicated string (and, sometimes, 

with the indicated finger) in order to dampen, either the open string touched by the leaving finger, or the 

harmonic note that this string has caught from a preceding note. In doing so you will avoid the possible 

with the following note(s). 

Ｃ）たとえそれがまだ演奏されていなくても、指示された弦（そして、時々は、指示された指）の上に、

親指を繊細に置きなさい。開放弦に離れた指が触れないよう、あるいは、この弦が先行している音から触

れているハーモニクスの音（倍音？）がでないように。続く音についても、その可能性を避けるようにし

なさい。 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

 

*Put the of 4th finger on the F in order to attenuate ( if not avoid) the squeak resulting from the following 

portamento. 

＊ポルタメントから生じているキーキーを減らす（もしそうでなければ避ける）ために、F のうえに第 4

指（左小指）をおきなさい。 

**Considering that we have two bass strings to dampen, you will have to choose between the simultaneous 

use of the thumb and index, or, more simple, the external side of the thumb on those two strings. 

音を濁らせる 2 つの低音弦があることを考えれば、あなたは親指とインデックス（？）の同時使用か、ま

たは、より簡単には、2 つの弦のうえに親指の外側サイドをのせるかのどちらかを選ばなければなりませ

ん。 

 

  



４１．Ma poupee cherie 
 

What else can be said of this melody (that my mother sung to me as a child, to make me sleep) other than 

that it is infinitely moving, and moreover when dressed with these lyrics. 

（子供の時、私を眠らせるために私の母が歌ってくれた）このメロディーは、他の何よりも、永遠に続く

こと、さらにこれらの音楽的なものをまとっているものということができる。 

So pay attention to it, do a song with it that doesn’t need words to be beautiful. And to reach this – sorry 

for breaking the poetry – you will make sure to observe all musico-technical indications which mark these 

two pages of music. 

それで、それに注意を払ってください、美しくなるためには言葉は必要でないこの曲を歌ってください。 

そして、ここにたどり着きます – 残念ながら詩を壊して – あなたが、この 2 つのページの音楽を評価

するすべての音楽技術的な徴候を見出すことを確実にしてくれます。 

 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

Ｌ）Optional technical slur. 

Ｌ）オプションとしての技術的スラー 

Ｉ）Make sure here to hold the note for its entire duration, maintaining (or not) the finger playing it, but 

also, depending on the situation, dampening it with the left hand, right hand, or even both. 

Ｉ）押さえているその指を維持（または not）しながら、その間のための音を保持することを確かめなさ

い。しかし、また、その状況に依存しながら、左の手、右手、または両手で湿らしながら。（意味不明？） 

 

Ｃ）Even if it has not yet been played, delicately place the thumb on the indicated string (and, sometimes, 

with the indicated finger) in order to dampen, either the open string touched by the leaving finger, or the 

harmonic note that this string has caught from a preceding note. In doing so you will avoid the possible 

with the following note(s). 

Ｃ）たとえそれがまだ演奏されていなくても、指示された弦（そして、時々は、指示された指）の上に、

親指を繊細に置きなさい。開放弦に離れた指が触れないよう、あるいは、この弦が先行している音から触

れているハーモニクスの音（倍音？）がでないように。続く音についても、その可能性を避けるようにし

なさい。 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

Ｇ）All natural harmonics obtained on positions other than the 7th or 12th frets will be heard more clearly if 

played with the nail, never too far from the bridge, and preferably in a free stroke. 

Ｇ）7 フレット、あるいは 12 フレット以外のすべての自然ハーモニックスは、より鮮明に聞こえなけれ

ばいけない。もし、爪弾きならば、決してブリッジから遠く離れないよう、そして、できるだけ自由なス

トロークで。 



４２．Baba Song 
Baba cool – or babacool- :Person adhering to a non-violent lifestyle, living under the hippie community 

principles or ideology, rejecting aggressive and competitive values, etc. 

「Baba cool」とは、非暴力的なライフスタイルを固守していて、ヒッピー・コミュニティの原理または

イデオロギーの下で生きていて、積極的で競争価格などを拒絶している人 

 

Baba song is, namely, an hymn to the non-violent arpeggio on the guitar. The two basses, respectively tuned 

for the occasion in G and D, favor this spacious,natural and generous style, so typical of the 70’s (a style 

that will even tease the baroque style, you’ll see) 

「Baba song」は、その名の通り、すなわちギターの非暴力的なアルペジオへの賛美歌です。G と D の機

会のためにそれぞれ調整されている二つのベース音が、70 年代を代表するこの雄大で、自然で、寛大な

スタイルを生み出しています（バロック式のスタイルをからかいさえするスタイルに見えるでしょう）。 

 

But be careful, the end of measures 4 and 5 (and their twins 30 and 31), as well as 13, 21, 23 to 25 are less 

cool than the others in the way that the contain harder extention here or shift there. But these are, at least, 

often accompanied by a rit.pochissmo, a marking that, be reassured, is not there only for a strategic purpose. 

。しかし、4 小節および 5 小節（そして、同じ 30 小節と 31 小節）の終わりは、13、21、23 から 25 小

節までと同様に、慎重になりなさい。ここやあちらでのシフトの拡張を困難にするほかの方法よりは、よ

り、少なくクールでしょう。しかし、これらは、少なくとも、しばしば、「rit. Pochissmo（ほんのわず

か、遅く」の記号により保証されなさい。戦略的な目的だけのために、そこにないマークにより付随され

ています。 

 

Make yourself a treat with Baba Song, the time is right. By the way, I am sure that it will please one of your 

baba friends. Because who in the guitaristic community doesn’t have at least one of them among your 

friends? 

「Baba song」をあなた自身の楽しみにしなさい。その時間は、正しい。ところで、私は、それがあなた

の「ラム酒入りケーキ」友人のうちの 1 人を喜ばすと確信している。なぜなら、ギタリスト仲間の誰か

が、あなたの友人の間のすくなとも誰か一人が、いないか ？ 

 

 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

 

* You will maintain as long as possible all the notes followed by a free tie resonance symbol attached to 

them. 

＊あなたは可能な限り、それらに付属していた自由な堅いシンボルが続いているすべての音を維持する

でしょう。 

＊＊ Here, I know what you are thinking. You ask yourself, rightly, why in the world isn’t the low G played 

with the open string? Answer: because it would mess with the following measure and it would not be the 

most desirable effect, harmonically speaking. 

Or you could play it with open string, but take care to dampen the note immediately by playing the next 

low D in rest stroke. Good deal no? 

ここでは、私は、あなたがどう考えているかを知っています。あなたは、あなた自身に尋ねます。なぜ、

開放弦で低音 G を弾いてはいけないのか？ 

答え：それが、そのようにすると調和する話の最も望ましい効果をもたらさないからです。 

あるいは、あなたは、開放弦で弾くこともできますが、しかし、それは、直ちに、隣の低音弦 D を休み

ストロークに行って音を湿らすために注意することになります。これは、よい取引ではないですか？ 



 

G”) All harmonics played with the right hand on the 3 lower strings will systematically be played with the 

thumb (the index finger touching the string delicately) in order to avoid the squeak noise produced by the 

ring fingernail. 

G”) リング指の爪によって出されるキーキー雑音を避けるために、3 つの低音弦で右手でしたすべての

ハーモニクスは、親指（繊細に弦に触れている人さし指）で、組織的に演奏されます 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

 

 

４３．Abracada 
Abracada: hug in Catalan カタロニア人の抱擁 

 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

Ｌ）Optional technical slur. 

Ｌ）オプションとしての技術的スラー 

Ｆ）Port./ Poltamento= slow and regular shift between two notes, often played on the same string. 

 NB.: The second note is plucked again, in opposition to the glissando. 

Ｆ）ポルタメントは、多くは同じ弦を使って演奏され、二つの音の間をゆっくり、そして、正しく移動し

なさい。(注意)二番目の音は、グリッサンドと異なり、再び弾く。 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

Ｇ）All natural harmonics obtained on positions other than the 7th or 12th frets will be heard more clearly if 

played with the nail, never too far from the bridge, and preferably in a free stroke. 

Ｇ）7 フレット、あるいは 12 フレット以外のすべての自然ハーモニックスは、より鮮明に聞こえなけれ

ばいけない。もし、爪弾きならば、決してブリッジから遠く離れないよう、そして、できるだけ自由なス

トロークで。 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

  



Ａ－Ｚ 

 

Ａ）Place the thumb no the indicated string, at this exact location in order to dampen its resonance. 

Ａ）その反響を止めるために、親指を、正確な位置で示された弦に置きなさい。 

 

Ｂ）Place the indicated finger in parenthesis on the string that has just been played, so that it will dampen 

its resonance. Plural can sometimes be applied to this action (2 fingers on 2 strings). 

Ｂ）指示された指を、反響を抑えるべく弾かれるであろう弦の上に置きなさい。いくつかのところで、

時々、この行動が応用できる（ 2 つの弦の上に 2 本の指をのせる）。 

 

Ｃ）Even if it has not yet been played, delicately place the thumb on the indicated string (and, sometimes, 

with the indicated finger) in order to dampen, either the open string touched by the leaving finger, or the 

harmonic note that this string has caught from a preceding note. In doing so you will avoid the possible 

with the following note(s). 

Ｃ）たとえそれがまだ演奏されていなくても、指示された弦（そして、時々は、指示された指）の上に、

親指を繊細に置きなさい。開放弦に離れた指が触れないよう、あるいは、この弦が先行している音から触

れているハーモニクスの音（倍音？）がでないように。続く音についても、その可能性を避けるようにし

なさい。 

 

Ｄ）Lift the finger vertically at the very last moment to avoid any squeaks on the low string. 

Ｄ）低音弦からなるキーキー音を避けるため、ぎりぎりの最後の瞬間に、指を垂直に持ち上げなさい。 

 

Ｅ）In order to avoid any squeaks, make sure not to touch the low string during the coming position shift. 

Ｅ）いかなるキーキー音を避けるため、次のポジションシフトの間に低音弦に触れないようにすること。 

 

Ｆ）Port./ Poltamento= slow and regular shift between two notes, often played on the same string. 

 NB.: The second note is plucked again, in opposition to the glissando. 

Ｆ）ポルタメントは、多くは同じ弦を使って演奏され、二つの音の間をゆっくり、そして、正しく移動し

なさい。(注意)二番目の音は、グリッサンドと異なり、再び弾く。 

 

Ｇ）All natural harmonics obtained on positions other than the 7th or 12th frets will be heard more clearly if 

played with the nail, never too far from the bridge, and preferably in a free stroke. 

Ｇ）7 フレット、あるいは 12 フレット以外のすべての自然ハーモニックスは、より鮮明に聞こえなけれ

ばいけない。もし、爪弾きならば、決してブリッジから遠く離れないよう、そして、できるだけ自由なス

トロークで。 

  

G”) All harmonics played with the right hand on the 3 lower strings will systematically be played with the 

thumb (the index finger touching the string delicately) in order to avoid the squeak noise produced by the 

ring fingernail. 

G”) リング指の爪によって出されるキーキー雑音を避けるために、3 つの低音弦で右手でしたすべての

ハーモニクスは、親指（繊細に弦に触れている人さし指）で、組織的に演奏されます 

 

Ｈ）Let the note tied to nothing ring beyond the written duration. 

Ｈ）書かれた音価を越えて響かないように、その音を抑えなさい。 

 

Ｉ）Make sure here to hold the note for its entire duration, maintaining (or not) the finger playing it, but 

also, depending on the situation, dampening it with the left hand, right hand, or even both. 

Ｉ）押さえているその指を維持（または not）しながら、その間のための音を保持することを確かめなさ

い。しかし、また、その状況に依存しながら、左の手、右手、または両手で湿らしながら。（意味不明？） 

ﾃﾞｨｱﾝｽ 100 の曲集 注記和約 



 

Ｊ）Do not let the note ring beyond the required duration, by either simply lifting the left hand finger 

playing it, using the right hand, or any other means whatsoever. 

Ｊ）必要な音価を越えて、押さえている左の手指を単に持ち上げて、右手を使おうとしてはならない。あ

るいは、どのような他の意味があったとしても。 

 

Ｋ）Play the mordants and/or grace notes as short and incisive as possible, always precisely on the beat, 

never before (not even a little) 

Ｋ）モルデントあるいは装飾音は、できる限り短く、痛烈に演奏しなさい。常に正確な調子で、決して、

前のめりにならないように（ほんのわずかでも）。 

 

Ｌ）Optional technical slur. 

Ｌ）オプションとしての技術的スラー 

 

Ｍ）Except when specified with an arpeggio sign, all chords or double notes are to be plucked together. 

Ｍ）アルペジオの指定される時を除いて、すべての和音、あるいは二つの音は、同時に弾かなければいけ

ない。 

 

Ｎ）Note played with rest stroke, but not necessarily forte, nor accentuated. 

It will be accentuated only if an accent is indicated in addition to the tenuto symbol located over or 

under the notehead. 

Ｎ）音は、休みストローク（？）によって演奏される。必ずフォルテでなく、また、アクセントをつける

ことなく。 

アクセントが向こうに位置するテヌートのシンボルに加えて示されるか、符頭の下にある場合だけ、そ

れは強調されます。 

 

Ｏ）Accentuated note (possibly forte) but not necessarily played with a rest stroke. 

Ｏ）アクセントの音（おおむねｆ）は、必ずしもストロークで演奏しなくてよい。（？） 

 

Ｐ）”Ghost” note = for harmonic, resonance or precautionary reasons, place a finger on the indicated note 

in parenthesis, even if it is not supposed to be played. 

Ｐ）「影のような」音。これは、（ ）の中の指示された音を、たとえそれが演奏されなくても、倍音が、

反響するあるいはその用心のために指で押さえなさい。 

 

Ｑ）Fake slur: with a finger of the left hand, hit the note marked with an x-shaped symbol with more or less 

intensity, in order to give the impression that it is tied to the preceding note, which is played on a different 

string. 

Ｑ）偽のスラー：左手の指で、多少強く×印をつけた音を鳴らしなさい。異なった弦で演奏されることで、

それが先行する音に影響されるという印象を与えるために。 

 

Ｔ）Alternative to the “official” fingering. 

Ｔ）「公式な」指使いへの代案。 

 

Ｕ）With the left hand alone, hit the note marked with an x-shaped symbol on the stem with more or less 

intensity. 

Ｕ）左手だけで、音符に×印をつけた音を、多少、強く弾きなさい。 

 

Ｖ）Optional 

Ｖ）オプションの 

 


