
Ｍマガジン・サポーター（店舗情報の詳細は「音楽好きな友の会」公式ウェブサイトにてご確認下さい）
●公共機関
・区役所
・会館
・会館
・会館
・郵便局
・郵便局
・郵便局
・郵便局
・放送局
●元住吉西口（ブレーメン通り／井田中ノ町商店街通り）
・音楽教室
・花屋
・鉄板焼
・ヘアサロン
・カフェ
・果物
・パン
・コーヒー専門
・イタリア料理
・カイロ、整体
・音楽教室
・コインランドリー
・理容室
・接骨院
・ヘアサロン
・デザイン制作
・カフェ
・時計・貴金属
●元住吉東口（オズ商店街通り）
・サンドウィッチ
・介護センター
・お茶
・鍼灸院
・介護センター
・古本・ＣＤ
・調剤薬局
・飲み喰い処
・イタリア料理
・STEAK
・カフェ
・Gステーション
●元住吉近郊
・喫茶室
●武蔵小杉近郊
・喫茶店
・喫茶店
・紅茶専門店
●東横線沿線
・調剤薬局
・写真
・レストラン＆バー
・調剤薬局
・カフェレストラン
・ジャズ喫茶
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※上記サポーター記載は無料です。 

10 月号

October

中原区役所５Ｆなかはらっぱ 中原区小杉町3-245 Tel.044-744-3113
川崎市国際交流センター 中原区木月祗園町2-2 Tel.044-435-7000
川崎市生涯学習プラザ 中原区今井南町28-41 Tel.044-733-5560
かわさき市民活動センター 中原区新丸子東3-1100-12 Tel.044-430-5566
川崎井田郵便局 中原区井田中ノ町25-1 Tel.044-766-9724
川崎ブレーメン通郵便局 中原区木月1-31-5 Tel.044-455-1800
川崎木月郵便局 中原区木月住吉町11-12 Tel.044-411-9800
川崎木月大町郵便局 川崎木月大町郵便局中原区木月大町11-17 Tel.044-722-3617
かわさきFM 中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイスTel.044-712-1791

SouleaveMusic School 中原区木月伊勢町10-1三起ビル302 Tel.044-750-8992
Bianca 中原区木月1-26-19 Tel.044-422-7015
ゆうき亭 中原区木月1-28-16 Tel.044-434-6999
キャメルヘアーデザイン 中原区木月1-32-10 中嶋ビル1F Tel.044-872-7375
水谷珈琲 中原区木月1-32-16 1F Tel.044-577-4288
フルッチョ 中原区木月1-35-1 Tel.044-433- 3338
リップル 中原区木月3-10-20 Tel.044-863-6554
MUI （旧もとえ珈琲）中原区木月3-13-2 Tel.044-767-1368
オステリア ボッカーノ 中原区木月3-17-16 新井ビルB1F Tel.044-411-1003
ABCカイロプラクティック 中原区木月3-20-16 柳沢ビル1F Tel.044-434-4342
島倉 学ミュージックスクール 中原区木月3-35-1ART FLATS B1F Tel.044-567-5490
マンマチャオ元住吉店 中原区井田中ノ町4-1 メゾンアッシュTel.0120-027-217
Hair Salon Airs 中原区井田中ノ町5-3 関根ビル1F Tel.044-755-0273
井田名倉堂・栗山接骨院 中原区井田中ノ町6-27 Tel.044-766-0850
波照間 中原区井田中ノ町8-1 Tel.044-797-5692
アルケファクトリー 中原区井田中ノ町8-43  Tel.090-4362-5413
フォレストコーヒー 中原区井田中ノ町33-1 Tel.044-754-1156
つだとけいてん 中原区井田中ノ町33-2 Tel.044-766-6022

ベトナムウィッチThao' 中原区木月2-1-1 Tel.044-982-3299
みずたま介護ステーション元住吉 中原区木月2-2-3 メゾンミール元住吉 Tel.044-430-6963
金子園 中原区木月2-2-36 Tel.044-411-5877
和式整体＆整心の『響氣』 中原区木月2-3-35 住吉名店センター401 Tel.044-433-2880
ツクイ 中原区木月2-8-5MKビル1-B Tel.044-431-0027
凸っと凹っと 中原区木月2-10-3
綱島街道薬局 中原区木月2-16-10 Tel.044-750-0374
粋い仙ん 中原区木月2-20-47 Tel.044-411-8980
自在屋 中原区木月4-10-6 Tel.044-433-5644
ステーキグラム元住吉店 中原区木月住吉町7-7 Tel.044-433-4129
cafe OrangeBlue 中原区木月住吉町7-48-101
ENEOSダイヤ商事 中原区木月住吉町21-1 Tel.044-411-5863

シンフォニー 川崎市幸区矢上11-1 Tel.044-599-3499

Cafe TEMO（テモ） 中原区上小田中6-1-5 Tel.044-755-8234
Coffee Spot Life（ライフ） 中原区上小田中6-22-13 Tel.044-722-0024
Tea House ローズマリー 中原区小杉町3-70-4 ホーユウパレス1F Tel.044-733-1076

駒沢通り薬局 東京都目黒区中央町2-40-8 Tel.03-6412-7318
PHOTO SHOP 銀嶺 東京都港区六本木7-8-4 Tel.03-3408-5406
Public House ぴあにしも 川崎区小川町16-15ヒロサワビル103号Tel. 044-201-1668
オレンジ薬局川和町店 横浜市都筑区川和町1218-1F Tel.045-929-1005
カンファー・ツリー 横浜市中区海岸通1-1横浜貿易協会ビルTel.045-211-2200
マシュマロ 横浜市中区山下町214 巴里堂ビル2F Tel.090-2202-3294

10月  7日（日）13：30～
10月21日（日）13：30～
音友レコード倶楽部
フルッチョ２Ｆ 音友ハウス

10月9日（火）12:10～
ランチタイム・ロビーコンサート
川崎市生涯学習プラザ

10月27日（土）13:00～
留学生と交流する会
川崎市国際交流センター

10月28日（日）13:00～
イダナカ・ハロウィン
～Ｍ～フェスティバル
井田中ノ町商店街（中程）

10月28日（日）18:30～
くじら座アコースティック・
ライブin音友ハウス

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート
10月24日（水）14：30～
フルッチョ２Ｆ 音友ハウス

10月24日（水）19:00～
かののかい
フルッチョ２Ｆ 音友ハウス

2018 

【サクソフォーン】1840年代にベルギーの管楽器製作者
アドルフ・サックスによって考案された。Saxophoneの名
は彼にちなむ。元々吹奏楽団における木管楽器と金管
楽器の橋渡しを目的に開発された。構造上、木管楽器に
分類されるが、真鍮を主とした金属で作られており、木管
楽器の運動性能の高さ、金管楽器のダイナミックレンジ
の広さを兼ね備えている。新しい楽器の恩恵として、洗練
された運指、発音の容易さは他の吹奏楽器に類がない。
クラシック音楽からポップス、ロック、ジャズに至るまで、
様 な々分野の音楽で用いられる。（ウィキペディアより）

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート
10月24日（水）
開催時刻：14：30～15：30

コンサートの前後はちびバイオリン体験コーナーです。
★参加費 親子１組：2,500円（追加１名1,000円）
★フルッチョ１階窓脇に自転車、ベビーカー駐輪可能

　親子向けコンサート「ママ
のおひざで聴くヴァイオリン
コンサート」で元住吉にて活
躍中の田島華乃が『クラ
シックや映画音楽や絵本と
のコラボなど、様々な角 度
から音楽や人生と向き合う
会』を企画しました。
　参加料金は、共演者やお
客様とのおしゃべりを交えな
がらの、のんびりとした投げ
銭です。『かののかい』とある
ように、半ば私自身の探究
する為の会でありますので、
皆様からいただいた投げ銭
は、共演者の方への御礼と
させていただきます。かと
いって、自己満足にはならぬ
よう、謙虚な姿勢で開催す
る所存です。
　フルッチョ２階の『音友ハ
ウス』へ立ち寄ってみてくだ
さい。（田島華乃）

第6回

留学生と交流する会
10月27日（土） 13:00~15:00 参加費：無料
留学生と交流できるイベント。留学生によるグループ発表や
楽器演奏、伝統舞踊などのパフォーマンスを予定しています。
申込方法：住所、氏名、電話番号、メールアドレスを
お知らせください。
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子供たちにこそ本物の音楽を、
０歳から聴く、本格ヴァイオリンコンサート
ちび楽器もさわれます！

10月生まれのクラシック作曲家の曲を中心に演奏します。

今回も私が取り組みたい曲を、聴きに来て下さった

皆さんと共有できたら嬉しく思います。

そんな私と共演者のアンサンブルや、

そのやり取りをお楽しみいただけると幸いです。

◎日時：10月24日(水)
         開場：18：30／開演：19:00～
◎料金：投げ銭
◎会場：音友ハウス
フルッチョ１階窓脇に自転車、ベビーカー駐輪可能
東急東横線元住吉駅西口徒歩1分
川崎市中原区木月１-３５-１ フルッチョ 2F
◎演奏＆トーク：田島華乃

●お問い合わせ川崎市国際交流センター

夜は引き続き！元住吉の気軽な音楽会

くじら座アコースティック・ライブin音友ハウス
10月28日（日）18:00（開場）18:30~21：00（予定）
場所は元住吉駅西口から徒歩1分！ フルーツショップの2階「音友ハウス」！！
参加費：￥1,500（高校生以下無料）

元住吉の気軽な音楽会・街角路上投げ銭ライブ／場所：井田中ノ町商店街
イダナカ・ハロウィン～M～フェスティバル
10月28日（日）13:00~15：00（予定）（雨天中止）
場所は元住吉駅西口から徒歩10分、お菓子屋さんが何軒もある井田中ノ町商店街の中程。
アコースティック楽器＆ヴォーカル演奏による街角投げ銭ライブ～Mフェスティバル～の開催します。
参加ボランティアアーチスト募集

●お問い合わせ
（公財）川崎市生涯学習財団
総務室企画情報係
ロビーコンサート担当
TEL 044-733-5811
E-mail:concert@kpal.or.jp
川崎市中原区今井南町28－41●出演：

ハープ＆グループＫＭ
●プロフィール：
ハープ：小林秀吏（ハープ王子）
フルート：三田純子　

共に川崎市に在住。フルートと
ハープの演奏で、川崎市内の高
齢者施設や小学校で演奏して
います。フルートとハープの響き
をお楽しみください。

第70回 ランチタイム・ロビーコンサート

●曲目（予定）：
・アルルの女より メヌエット
・浜辺の歌
・いつも何度でも
他

10月9日（火） 12:00開場／12:10開演／12：40終演予定／料金：無料
どなたでも気軽に音楽を楽しめるアットホームなコンサート

川崎市生涯学習プラザ

くじら座公式ウェブサイト

お問い合わせ：くじら座
Email：kujirazarecords@gmail.com



を連続して聴きました。 １曲
目にはつい最近亡くなられ
たアル・ジャロウがスキャッ
トでゲスト参加しているの
も、嬉しい限りです。また、
当時オーディオメーカーが
店頭で良い音を聞かせるた
めに制作されたデモンスト
レーション用のオリジナル2
ｔｒ38ｃｍテープからCD盤に
した音源の中から北村英
二＆増田一郎＆テディ・ウ
イルソン、そして販売されて
いた2ｔｒ38ｃｍでジョージ大
塚トリオ、バーニ・ケッセル
も聴きましたが、オリジナル
の2ｔｒ38ｃｍテープも機会
があったら聴きたいもので
す。先程のボビー・ハケット

　夏の熱波か甲子園開催
の高校野球の影響か今回
の参加者は前回と比較す
ると、非常に寂しいものとな
りました。 それにもめげず、
今回、私が参加してから初
めてタンノイ（バークレー）
＋ティアックの４スピーカシ
ステムでフルサウンドの音
響を聞かせていただきまし
た。 トップ・バッターはボ
ビー・ハケットの「Coast 
Concert」（写真①）より”
アイ・ウォント・ア・ビッグ・バ
ター・アンド・エッグ・マン”が 
流れました。 このアルバム
は名トロンボーン奏者ジャッ
ク・ティーガーデンと組んだ
トラッド・ジャズの名盤という

事です。 次は夏らしくアント
ニオ・カルロス・ジョビンが
CTIレーベルに残した曲の
中から“イパネマの娘”（写
真②）と“波”（写真③）でス
トリングス等のアレンジは 
それぞれ『エミール・デオ
ダート』 、『クラウス・オー
ガーマン』が担当していま
す。 また、名ドラマーである
ハービ・メイソンに見いださ
れ、同じくCTIレーベルでデ
ビューしたハワイのロック・
グループ、シー・ウインドが 
２００８年再結成時に発表
した「Reunion」（写真④）
から“ヒー・ラブス・ユー”、
“ケプト・バイ・ユア・パ
ワー”、“サンシャドウ”の３曲
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　今年の夏は暑かったです
ね～。と言っても、これを書
いている今はまだ暑い真っ
最中なんですよ。毎日、キツ
イです。読んでいただいてい
るのは9月後半でしょうか？
もう、過ごしやすくなっている
のかな？さて、先日、ユニ
バーサル・ミュージックより、
ウェイン・ショーターの新譜
発売の発表がありました。
驚きですね。確か、もう80歳
を超えているはずですよ！凄
い経歴ですよね。アート・ブ
レイキーとジャズ・メッセン
ジャーズから始まり、マイル
ス・デイヴィス・グループでは
「黄金のクインテット」と呼
ばれ、ウエザー・リポートで
フュージョン界をリードし、
VSOPでは“ライブ・アン
ダー・ザ・スカイ”（今では考
えられないようなジャズフェ
ス）で来日して、今は無き田
園コロシアムの夜を熱くしま
した。その後も常に第一線

で活躍してき
たようです。本
当に素晴らし
いですね。
　ウェイン・
ショーターと
言えば、暑い
日にピッタリ
のアルバムが
1枚あります！
（←だから、配
布されるの
は、もう秋だと
言っているの

に！）1974年録音の「ネイ
ティブ・ダンサー」（写真①）
です。このアルバムはブラジ
ルのアーティストであるミル
トン・ナシメントと一緒になっ
て、ジャズとブラジル音楽の
融合を目指したような内容
です。他にもハービー・ハン
コック（ｐ）、アイアート・モレ
イラ（prc）などの実力派も
参加しているのですよ。
1974年と言えば、クロス・
オーバーとかフュージョンの
全盛期ですね。ショーター自
身もこの時期ウエザー・リ
ポートでジョー・ザビヌルや
ジャコ・パストリアス達と新し
い音楽をどんどん作っていま
した。だからブラジル音楽と
の融合も、自然なものだった
のでしょう。
　まず、1曲目“Ponta De 
Areia”から良いですね。いき
なりミルトン・ナシメントの
ファルセットボイスによる印
象的なテーマから始まりま

す。そこに気怠いリズムと伴
奏が加わり、ショーターの時
間が止まったようなソプラ
ノ・サックスに続いていきま
す。のんびりした南国的な1
曲ですね。3曲目”Tarde”も
お気に入りです。ゆったりし
た空気感に脱力したサック
スソロがマッチしています。
また、4曲目”Mirade Of 
The Fishes”では軽快なリ
ズムにのせて物語を語るよ
うなボーカルで、6曲目
“ F r o m  T h e  L o n e l y  
Afternoons”では軽快なグ
ルーブ感のスキャットでミル
トン・ナシメントがその魅力を
十分に発揮しています。どう
でしょう、暑かった夏を思い
出して、南国の風に吹かれ
てみて下さい。
　ついでと言っては何です
が、もう1枚、ウェイン・ショー
ターのお気に入りがあるの
で紹介させていただきます。
1966年録音の「アダムス・
アップル」（写真②）。もとも
とショーターってゴキゲンな
ハード・バッパーって感じで
はないですよね。どちら
かと言うと新主流派
で、モード演奏もこな
し、ちょっとミステリアス
なムードを持った60年
代的なミュージションっ
て感じでしょうか？この
アルバムはそんな
ショーターを代表する1
枚と言って良いと思い
ます。どの曲もカッコ良

松波陽介私とジャズ連載25 ４ビートに首ったけ連載22 長谷部  徹 
地元マスターのジャズ談話

BIANCA店主

今でも現役！
生きるレジェンド、若き日の野心的なアルバムを聴いてみましょう。

言葉と音楽

2018年8月音友会音友会Report

團伊玖磨さんという作曲家

強敵コードF!?

「くじら座」日記Essay

Addicted to Guitar-6Essay 永瀬  晋

牧野くみ

夏らしく涼しい音楽を・・・・・「軽音楽(Light Music)」の日」

　夭折・早世したトラン
ペッターでは、ブッカー・リト
ル23歳、クリフォード・ブラ
ウン（通称ブラウニー）25
歳、ファッツ・ナバロ26歳、
リー・モーガン33歳の名が
あげられます。J A Z Z  
DATE #121は上記リト
ル、モーガンにフレディ・ハ
バートを加えた３人のトラン
ペッターの特集でした。とも
に1938年生まれで今年
生誕80周年を迎えました。   
ブッカー・リトルとフレディ・
ハバートはハード・バップに
代わる潮流を模索し改革
を進めた人物に思えます。
リトルはブラウン＝ローチの
双頭クィンテットで名盤を
残したマックス・ローチから
ブラウニーの後任へと誘い
を受けますが、音楽院でク
ラッシックの勉強を優先し
たいと一旦断ります。結局
2年後に入団しローチを喜
ばせますが、直後に改革者

のエリック・ドルフィーと双
頭コンビを組んだのは彼が
新しいジャズを追い求めて
いた何よりの証でしょう。リ
トルと25歳で交通事故死
したスコット・ラファロとの
共演アルバム（写真①）は
貴重な出会いであり演奏
内容からも手元に残したい
アルバムです。
　ジャズ・シーンに出遅れ
たフレディは二人へのライ
バル心を燃やし死ぬ程努
力した甲斐があり、22歳で
やっと初のリーダー作（写
真②）が世に出ました。そ

の後は順調にジャズ・ライ
フを過ごしハービー・ハン
コック、ウエイン・ショーター
等とストレート・アヘッドな
新主流派のジャンルを築き
あげます。ハービー・ハン
コックは「フレディの遺産は
アメリカが最も貢献した
ジャズという音楽芸術の発
展に、間違いなく大きな役
割を果たしました。私の世
代の最も偉大なジャズ・ト
ランペッターです。-ジャズ
批評no.192- 」と語ってい
ます。1956年に事故死し
たブラウニーの後継づくり

に躍起になっていたジャズ
業界ですが、ブラウニーの
盟友ベニー・ゴルソンが苦
労の末に書き上げた ’’ア
イ・リメンバー・クリフォード’’
（写真③）のモーガンの演
奏を聴けば、タイミングよく
登場した彼が人気絶頂を
極めた事はごく当然と思う
でしょう。最悪の悲劇に迫
るドキュメンタリー映画『私
が殺したリー・モーガン』を
どこかでレンタルしたいと考
えています。
（K.Tanagawa 記）

生誕80周年を迎えた同年生まれの3人のトランペッター

いのですが、特にお勧めは
まず1 曲目 “ A d a m ’ s  
Apple”.。50年代ハード・
バップの香りを残しつつ、新
しい時代に1歩踏み込んだ
ような曲で、ハービー・ハン
コックのピアノがメチャメ
チャカッコイイです。次に4
曲目”Footprin-
n ts”もかなりイカしていま
す。怪し気なテーマから始ま
り、太 し々いショーターのソ
ロの後、ハービーのソロが
素晴らしい。メリハリと言うよ
り、永遠に広がっていくよう
な演奏です。このアルバム
ではハービー・ハンコックが
重要な役割を担っている事
は言うまでもありません。
　この後、この2人はそれぞ
れの方法でジャズシーンを
何10年間もリードすること
になります。当時の2人はそ
んな事になると想像してい
たのかな？彼らが残してくれ
た素晴らしい演奏をありが
たく楽しむとともに、まだまだ
輝き続けて欲しいと願うば
かりです。

　以前、「夏休み」をテーマ
にした自身のライブの内容
を考えていました。そのうち
にオリジナル曲だけではなく
誰しもが知っている曲をやり
たいと思い立ち、「ラジオ体
操第一・第二」のピアノ生
演奏に挑戦してみました。
　日本人なら誰しもが一度
は聴いたことがあるであろう
有名な曲ですが、初めて楽
譜を目の前に置き自分の手
で演奏することで、今まで聴
くだけではわからなかった楽
曲の構成が見えてきて非常
に面白かったです。複雑な
構成こそありませんが、途中
で早くなったり遅くなったり
とテンポが大きく変わる緩

急の付け方、自然な転調、
第二に至っては4拍子から
3拍子へと変化し俗にいう
「プログレ（変拍子などを用
いた、既存の概念にとらわ
れない前衛的な音楽）」を
彷彿とさせる箇所も…
（笑）。簡単に聴こえる楽曲
も、こんなに緻密に作られて
いたんだなぁと、しみじみ感
動してしまいました。
　ところでラジオ体操第二
は、「ぞうさん」「やぎさんゆう
びん」などの童謡を作曲し
た團伊玖磨（だんいくま）さ
んだということはご存知で
しょうか？團さんの作品は、
これらのように私たちの生
活に馴染みの深い曲もあ

れば、壮大な映画音楽や交
響曲なども作曲されていま
す。ジャンルにとらわれずに
活躍し、その作曲モチーフ
やアイディアの引き出しの
多さに驚かされるばかりで
す。
　くじら座は「大人も
楽しめる童謡ポップ
ス」というコンセプト
でライブ活動を行っ
ています。そのため
には子供の心を忘
れず、いつまでも柔
軟な気持ちを持つこ
とが大事だと感じて
います。と同時に、
違うジャンルでも食
わず嫌いをせず前

向きな気持ちで取り組み学
び吸収することで、経験や
知識がやりたい活動に還
元されるのだと、團さんの作
品を振り返る毎に気づかさ
れます。

　お世話になっております。
今月もまたギターを始めたば
かりの方にお勧めなギター
小ネタをソウリーヴ・ミュー
ジック・スクール永瀬がお送
りいたします。
　記事を書いている現時点
ですとまだまだ暑いですが
苦笑、すっかり秋になってい
ることでしょう。
　秋といえば仕事、趣味な
ど新しいことに挑戦する方
も多いと思います。
　というわけで今回はギター

始めてみようという方、全然
弾けないけど久々に引っ張
り出してみようという方にオ
ススメのネタをご紹介したい
と思います。
　ギターといえば「コード」。
「コード」といえば強敵「F」を
思い浮かべる方が多いかと
思います。
　このコードのおかげで挫
折を味わう方も多いと思い
ますが、実はこのコード、教
科書通りに押さえなくても結
構「それっぽく」なってしまい

ます。
　以下ハッピーバースデー
のコード進行例題になりまし
て、通常は弦を6本フル活
用しますが、今回3本しか使
いません。
　これなら弾ける気がしませ
んか（笑）

※KEYはC　メロディーは
ソソラーソードーシーです。
実際に弾いてみると伴奏と
して全く問題なく機能すると
思います。
　是非チェックしてみてくだ
さいませ！
　という訳でまた来月！

オーリアンズの
知らぜらる名盤

10月7日の軽音楽

ソウリーヴ・ミュージック・スクール
SouleaveMusic School

http://souleave-music.com/
元住吉駅徒歩3分、武蔵小杉駅徒歩13分
チケット制 音楽教室 Tel 044-750-8992
AM8:00／PM22:00start

▲① Native Dancer/Wayne Shorter

▲② Adam's Apple/Wayne Shorter

▲和装のくじら座、左から牧野ケント、牧野くみ

▲② OPEN SESAME/
Freddie Hubbard

▲③ LEE MORGAN, Vol.3/
Lee Morgan

▲① Coast Concert/
Bobby Hackett

「ダンス・ウイズ・ミー」の大ヒットで知られるジョ
ン・ホール率いるオーリアンズ。彼らの幻のセ
カンド・アルバム（日本・ヨーロッパのみ発売、
本国アメリカでは未発売）を聴いていきます。

10月21日の
１．クルト・ヴァイル特集
ブレヒトの戯曲『三文オペラ』の挿入歌"マック・ザ・ナイフ"を
作曲したクルト・ヴァイルが遺したジャズの名曲を辿ります。

▲⑤ PLAYS STANDARD/
THE GREAT JAZZ TRIO

▲④ Reunion/
Seawind

▲③ Wave/
Antonio Carlos Jobim

▲② Tide/
Antonio Carlos Jobim

▲① BOOKER LITTLE/
Booker Little

　気付けば暑い夏が過ぎて
あっという間に年末に向かっ
ていくような季節になってき
ましたね、本当に一年はあっ
という間に過ぎていきます
ね。という事に思いを馳せつ
つ思えば私のコーナーももう
2年を超えたかな、という事
に気付き非常に驚きを隠せ
ないと同時に、毎月私の記
事をご愛読頂き（たまたま目

にしている可能性もあ
りますが笑）改めてこ
こで感謝を述べたいと
思います、毎度ご贔屓
のほどありがとうござい
ます。
  今回は表題の通り、
言葉と音楽という事で
言語がいかにして音
楽に反映されるのか、
という事と様々な言語
と日本語の比較という
事を思いのままにお話
ししていきたいと思い
ます。私自身特に言語
学等々の学術的なレ
クチャーは受けた事は
御座いませんので、飽

くまで主観に頼るところが多
いので悪しからず、と言った
ところで御座います。
  今に始まった事ではないで
すが、ここ最近では街に繰り
出したりすると様々な言語が
聞こえてくるという機会が増
えてきたと思います。また
様々な業種でも外国人の店
員さんも増えてきているとい
う事もよく見る光景になりつ

つあります。実は私の職場に
も外国人の留学生がスタッ
フとして入ってきました。日本
語の指導をしながら接客を
教えたりしています。そこでふ
と彼が「どうして日本語は（語
尾が）長くなってしまうのか？
まぁ、可愛らしいけどなんか
変な感じがする」という事を
話してきました。なるほど、普
段は全く意識していなかった
ですが、たしかに日本語の語
尾は『あ行』や『う行』で終わ
る事が多いし、その語尾が
伸びてなんとなくだらしない
感じがする、という事を考えさ
せられました。そしてその事と
関連して、日本語の鼻歌と
海外の鼻歌の事に関して少
し考えました。あくまでもイ
メージですが、日本人が鼻歌
を歌う場合は「ら～ら～ら～」
や「る～る～る～」と言ったよ
うになんとなく母音が伸びて
いるような歌い方をしている
なと感じました。一方外国人
の鼻歌は「ティティティ」や
「トゥトゥトゥー」と言った感じ
でなんとなく歯切れの良い

感じの歌い方をしているな、
という事を感じました。普段
の話し方からこうも音楽的な
事にも影響しているのか、と
いう事を改めて考えさせられ
たと同時にリズム感やビート
感というのが如何に普段の
生活から影響を受けている
のか、という事を考えさせられ
るきっかけになった瞬間でし
た。
  またこの事をきっかけに言
語や生活などが音楽にどの
ような影響を与えるのかとい
う事を今後考えたり検討して
生きたい材料だなと感じまし
たので、機会の折にお話しし
たいと思います。

２．ザ レスター・ヤング ストーリー(前編)
ジャズ史上稀にみるクリエイターの1人と云われたプレズ(プ
レジデント）ことレスター・ヤングの絶頂期を聴いてみましょう。

のアルバムもそうですが、日
頃聴くこともない、これらの
アルバムとの出会いもこの
音友レコード倶楽部ならで
はの醍醐味です。 最後に
ハンク・ジョーンズによるグ
レイト・ジャズ・トリオの
「Plays Standard Best」
（写真⑤）より“サテン・ドー
ル”、“星に願いを”、“オン・
グリーンドルフィン・ストリ－
ト” の３曲をききました。 こ
れはこれで良かったのです
が、余りにも不興和音アレ
ンジが施されすぎて、原曲
イメージが浮かばなかった
事も確かです。 
（フレドリック・ジョーンズ記）

▲全編を通して鼻歌を歌うかのように
演奏しているSonny Rollinsの
アルバム

▲鼻歌のようにソロをインプロバイズする
Wayne Shorter


