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ウクレレ持つな 難しかつた、困つた ― .
そんなん に々厚かましくtウ クレレ歴もうすぐ一年のわたしが融Ыこ振り返つてみました.はたレζ 初0者が切●者に教えるととうなるであ
りましょう。みらな さつそく、たのしみましょうれ

こんにら|よ ウクレレに興味を持つた嶽 どうしよう。と、いう訳て、ウクレレを持つて、弾いてしまつたが勝ら。こ 言つ口感に さつそく
0つてみよう。ますは こんな0しに持つてみよう飢

(101)●●Brはさんで 左手●人差し指の付け根にもも よ嗽 これて構えはOKl

,度は 弾いてみよう.

(102わかりやすく見せるために斜めにしも るヽかられ ●しとは 人差し指の

“

の横あたりでヽ 口0ロンと弾けるといOWて ,ど.最初はうま

く弾けな0蒟だよれ そこζ 邪道なやり方を教えよう。

(103)こんな感吹 人菫動 の面で弾いてしまおう。するこ キラキラした感レで弾けてるつて感じるでしょ.

(104ちゃんと構えるとこんな感しになるんだけと
'の

面で榮くこ ちょつと弾きづらいハ″aMaだ から、′しりし伝 弾きや¨ い つこうに

なつてくるこ こういう訳か自然la

(lαつこんな感じで人差い の面で弾くようになつてくるんだれ 弾いてしヽるうちに無理な掲好をしなくなるから、勲りしれ と、いうわ

けで最初alAの面で弾いてい刻よ 自然に、いい格好になま と信して弾いてみよう。上から、Nこ向かってポロロロンと弾けたかな,

(i06げ
(10η ロロ

(lC8 0シ !」

と、弾ければOKl

こ ここまでは簡単に書いてはみたものα もっと詳しく知りたいということでここから詳細を見てみましょう。

SNon2ま すは00さん、チューニングでしょう。

ウクレレを持つてまユ |よじ剛こ人事なことつて チューニンカ でありま甕 チューニングの仕方は

音叉でカーンとやつて1弦の音と振動に掲らぎがなくなつたらOК I その絵 弦をはしいて各弦の音を合わせていく.

音程●lIつてな0蝶器からウクレレの開放蜘こ合う音を拾つて やはり振動に揺らき力なくなるまで合わせる。

調発 というものを使つて各

“

の音との振動に揺らきがなくなるまで合つ■a
音撼のい0´おらなんとなくこんな調子でチューニングをやってのサてしまうのですが、ウクレし初

`者
キットの中に音叉やら調子笛が入つてい

るので■ 201)

田子奮て音を合わせていると時間がかかる場合がありま曳 そ制ま揺らぎがわからない場合で魂 るんとなく音があつている状況てOКなのです

力ヽ これがわからないと、やはり訳力わかられ 内ヽ包 さらに困ったことに、性 などで同り

…

だと 田子薔の音わ憫こえなかつたりす

るので寃 そこで 今回おすすめいたしますほ  KOOフォンショッピンOF_いてつ チューナー又はチューニング マシンという機械で

す.実は これヨ吏い始めてから重宝してしましヽ 肌身離さす持ち歩いていま,

今回はとつてヨ受利なテューナーというマシンコ雙つてみましょう。

202これがチューナーで寃 このチューチーは比較的安い品物なので買いました 高い、安しいありますわヽ どれてもだいしょうSだと思いま

す.

注意ですが、ベース用、ギター日、ウクレレロ、オールマイティ用 (クロマチック チューナーという)とありま魂

写真のも回まオールマイティ月のクロマチック チューナーでありま魂
ウクレt/8となればウクレレの弦に沿つた費 勁 なチューニングカ0能になりますヽ ベーカヨ、キター用ですとチューニングする音が違うので

買いF・● |つないようにしましょう。多ハ ウクレレを買うときにチューナーを購入したり、ウクレレ用のチューナーと言えばま胡J奇違いな

いですれ  くこういう初,か ?このオールマイティが一番安0ヽ なせ?〉

O03)ここにマイクがつ0て 0ヽますのでここで音を拾つてマシンが判定してくれま魂 弦の振動がどうたらこうたら、と言うことよりも音/Dthつ

てマイク21t―を拾うとチューナーが反応して判定t/Kく れ試  ω 先
`房

てもいいんですよ 00).



204電源を入れて、弦をはじきながらL●・ら4弦は0で魂  嵯 日にネックの上に日 てヽまつ はじいた時に針が勁きますから、合わせてみま
しょう。左手でヘットに付いているベグ (糸薔き〉を回してみますと■の振れわがかわりますれ 大抵 ヘットの力0に向かって薔いてあげ
ると締まりま凛 だから音程が上がりま嗅 逆に、経めると書者

"下
がりま嗅

200こ
―

とき

…

針が●rc●きすきると赤ランフのみが点灯してますのでうょつと高いので■

●06この図を見ると買ん中の糧のランフいついてますよれ このぐらいは良しとしましょう
^¨

をとうは凛7t●のOのところに針が■まると
7Jつ たりなのです八 ま、 そのあたりは郎 でヽしょう。

●07も手でチューナーを持つて,ウンドホ」レの近くにマイクを持つていつて音を拾う方法でもよいでしょう。こん0マシンを使つてもやはり、
周りがうるさいと同りの音に反応してチューナーが暴走してt/まい試 合わせているそばからとtッもな

―

りして‐  .賑
やか壼時はこのマシン使えるの?輛 く)

ちょつとポイントとして、ペグ 儲 さ)を椰めながらチューニングをしていくのですが、メータの振れが先に行つてしまったら、

☆経めて調整しる でヽ、いつ■伝 きゅつ1こ緩めてから 師 範 て き¬降め0で き
…

るようにするこ 微妙
'霞

健目ができま或
☆緩めながらだと、ネツが織0方向に向いているので、 うょつと弾いたら撼烙ぞ !という合図の元に緩み安くなりま魂  (れしても鄭 とヽいう
ものがありますかられ )

☆締める方向てntしてぉくと ぉましれ とヽ思つても椿いませんめヽ  ネツが椰まつている洵旬を向いてい鋏 4・
・

向に1渕に眈を持つて
いま, 燿みにくいのです 動 には   ).

☆あまリペグ (糸者さ)が緩みやすいと困鋏 そのときは ベグ ●鰐家り の吐のネツを締めておきましょう。

~ C08)さ
て お待たせしまレa押 し売りじゃありませ

^五
日りがうるさ0ヽ 賑やかな む倒こ、コ国りの音を知こせずにチューニレクができ

てしまう、そんな道具をご用意いたしました

この左手で持っている部分がマイクなのでありま魂 0手に持つていうのはジャックでこれをとこに差すのか?がポイントなのでありま魂 ク

リップタイプで、ゥクレレの振動を拾つてくれ説

209このようにチューナーの側面にマイクのスカ端子がついているので、ここに差し込むと、チューナーの前面についていたマイクが書を拾わ

すにジャックを差し込んだマイクだけが音を拾うようになり試

●10'このように差しよめるのですよ。

●11'そ したら、さき|まとのクリップマイクをウクレレのヘットにはさみま魂 とちらが上?下 ?ということはありませハ
^と

こに機
～
ていただ

いてもl'つこうで丸 音がウクレレのとこでも構いません (としておかれ こヽ耳に狭0メめて きてしまうかな?).

212あとは周りの音を気にすることなく弦ヨましいてくださし、さら□更利なりまチューナーを離れたところに置いても良いの(膝 の上なり、
初の上に置して ゆつくりと調整してくださしヽ

213)かつこつサて朦の■― して置いtaF_

2イ 0こうも膝の上は見や

“

アヽヽ

215'さζ おさらいて■
―   ウクレレの手前から

4弦を調整する時は「C」 (こ合わせてくだきしヽ

3蜘ま「C」 で魂
2蜘0「ε」で魂
1蜘ま「A」 で嗅

12う 0緑ランフをめさしましょう.

餃密に糸書きを普いたり罐めたりしていると時間がなくなつてしまいますので線ランフがちこっと点灯すれば良いのではないてしょうヽ 同
国にちょつとでも音がすれているのが気になる人か るヽと大変なことになり諏 き千高dこセットしておいてみチると弾いているうちにだ

んだん緩んできますので、ま ちようといいかな?

Seqon3:ウ クレレ構え方百選。

さて、どうやつて構えましょうか,

いろいろな本にいろいろな構え方が紹介され
^tヽ

ろいろな先コこよりいろいろな構え方あるとれ まヽ魂 とりあえ,見 てみましょう。

(301)この構え方は●肘の裏側にびつたりとつくように抱えま魂 ウクレレはお饉あたりにあると良いて,自 然に姿勢が良くなるので■

∞ 2お画こびったりと付けてしまいましょう くすみませんお餃がない).

003)次の

"―
ン



次は、似たようなものですゝ む肘の剰剌までびたりと付けれ cヽ聡く、二の腕がウクレレを拠らでい魏

(3)● このように二の例こウクレレのポディを乗せて

(3よ〕そのままも手を手前から宙せてみてください。そのまま抱えることはできましに爪 ポディがカ レッと下に落ち気妹で腕がウクレレを抱え

ている。なんとなくさつきd″こようなスタイルになりま弧 がつちり押さえ (¨ リヽラックススタイリ眈

1306次の′

"―
ン́ 力ま ウクレレのポデイを●IIJの裏に押しつ

`ス
OЭη腕がウクレレの東ん中に、ネックとヘットの細 こ沿って一直線になるように抱え込醜

13C8自然に上い え込さような形になりま嗅

1309次の タヽーレヽ 次|よ さらにラフ.座つた口こ脚倒寸け根のところに置いてしまう。

010それで弾く。な手でウクレレを無理に挟まなくてよしヽ

011,こんなところに置く。

010お腹に密着しているように見えま

“

ヽ密雷させないれ

1310お腹に密薔させるとこの自分がビリビリひ0いているのいわかりま或 これを一緒に嗚らしてあ1ザようかな?d思つたら議すと郎 のヽです~   
ユ 抱えたら、くっついてしまいますかられ どうしましょう。ウクレレのポディをお劇こ密霞させるのを良しとするた

=ウ
クレレのポデ

ィを嗚らしてあげるならウクレレを離してあプないと、と言う極 いろいろありま魂 とれを勘りでも椰 誨ヽ 力ヽ 自分の気に入つけ つ

―ンにしましょう。ちなみにわにしは気まぐれて嗅

014勅
"―

ン。さて もう0と,座 つているからこム 月まとはボデイを乗せても手の抱えなして受けたのですヽ 、座つていたつて、右

手で押さえ込みながら弾くこともできるんですよ。

今日まかっこよく膝の上に乗せてしまうので或 そして

eイ 0脇で固めるのですヽ 脇て口めるところはボディの則皿 c義 ■から押さえつけるような感じ.

010こんな感じて、ウクレレをヽ っているんだ0と、キターを持つているような感しになり魂

6イ ⊃ (310こんな弾き勢こなりま魂

さらに次の′

"―
ン.座つていたって、膝のJこ乗せたり、脚り付け慢に乗せたりしてtlr心の弾くときに苺きづらいから、上に持ち上げた

いけど、0まり抱えるとこうも不安定で、もつと楽な方法ない?と思われる方もいるのです (特にわたt/).

今までの抱え方は なんとl長袖の上書を管ていたとすると、その長袖の抽が弦に当たってミュートをしてしまうので二  「あれ?音か」な

い 匈ヽ こ3,れるときは袖がミュートしているので■ ちやんと腕まくりをt/て、抱えて弾きましょう。

~   
そんな |、 それも面飩 しゃ なるべく楽してみまt/ょ うか?ということで最後の抱え方をこ紹介しましょう。

1319)ざこ 取り出しましたるこの品物は「ウクレレ ストラッカ と言う。抱え方と何か?関係があるの?まあ 問いヽ

1320)先端に,ックがついているので、これを,ウントホつ しにひっかけます。

(321)弓 っかけたら、下日,ばして、ウクレレのくびれのところからヒモを裏側に回してくださ0ヽ

13'ク そヽうするとこん艘感吻 あとは首にがすて見てくださ|ヽ 首元で長さが調整できるので、短くするとそのままで中段の構えに   。

(3る ,中段の構えになるのですハ 右手の抱え込みは全く動 りませ

^^気
楽です.抱えるんでいるよう

'ヽ
ウクレレを榮いているような。

(324あ っとしまつた 1手を離してもフックがあるのでこの通りぶら下がりま或 立つて演奏するときは ストラッラbちると便利かな?

(3る)1320ス トラップてかかっているので、●層に力が入らなくなるから初 LI●にはこの方がいいかな?気楽な気持FDて演奏できるようになる

かもしねない。6ら下がっも 紳ヽ Ы筐から、左手もスムーズに動きますか?

(唸ηさて 先ほどのスタンダード型ならく0ねがあるに すれることがないので二 とこヽ 、各んとt.可愛らしOVヽイナッ功 レ型をお持ち

σ〉   力|よ

028このように首をしめるような状態こなつてしまい、1弦の12フレット近辺をミュートしてしまつていま魂 あ―――あ、とあきらめてし

まつた方が多かつたのでは !

(32,それてiよ ここに取り出したる品物は「とこにでもある輪ゴムが2杓 。



(330)ますは輪が3個になる<らいにしてストラップを通します。

1331)1332ちょつと余分な写真になつてしまいましたがヽもう一つの輪ゴムも3重の輔になるようにして、ストラップを通すのです。

1333)つ まりはこういうこと。輪ゴム2個を3重の輸つかにして、ストラップを通してあげるのです。

13劉 ノヽイナップルのウクレレのサウンドホールにフックをひつかけて、ストラッー らしてきますが、ま」R―個日の輪ゴムが最初の折り返し
のところポディ表板の曲がり角に輔ゴムが当たるように輪ゴムをすらしてください。

(3351次 に、ポディ側板の折り返しのところに輪ゴムが当たるように2番目の輔ゴムをすらしてください。このとき、輔ゴムが広がるようにして

お<と複数の箇所に当たつてすれな<なります。

(3361あ とはいつものようにストラップを付けてあljtすと、はしヽ この通り、パイナップル君の首を絞めることなくパイナップル君をちゃんと

支えてますれ

「もう !輔ゴムなんてダサイからやだ～ !」 と言われるのを覚悟して書いてますので、これはアイァ/cすから、これを元にしておしゃれな方

法を考えてみてくださしヽ よろしく。

さて、抱え込みの方漁 た<さんありました これがよいのか?みんな良いです。自分のフィーリングに合うモノを選んでやつてみてくださしヽ

このページの終わりに、抱えて演奏している感じの写真がありますら、それを見て、選んでみて<ださしヽ また、自分にあつた抱え方、体型に

合わせた持ち方への多者になつていると思いますので、「ウクレレはこう持つんだ !」 と、押しつけない方が良いのです。参考にしてみてくだ

さい。

~SessioM:こ
れで弾けます ?みなさん弾いてます。

“

01)僻α2さて、次は弾き方ですが、こんな風に体中で肩からぶるんぶるん弾いてしまいますとせつかく押さえこんだウクレレが安定しません
からね。 (じゃらら)パフォーマンスとしてはよいてしょう。

的 3)「らん !」 とここまで大きくふることはありません。

僻00にα5)このように抱え込んだ状態で肘を軸にして、または手首を軸にして「ぽろろ」

爾   「ろん !」 と言つた具合に弾きましょう。

1404これは弾いている感じを出してみたのです。

にQ〕 14091さて、その肝心の弾き方ですが、人差し指で弾くのです。こんな握りで弾<と弾きやすいかも知れませんれ

14101こ っちから見てみますと、こんな感じになつてます。

1411)上から見ると !

1412下から見ると !人差し指の横つ腹で弾いているような懇じに見えますれ

1413)1414握り手は上から見るとこんな感じ。指の腹が当たると柔らかい音になります。ちょつと目立とうと思つたら爪を当ててあげるときら

びやかな音がでるので使い分けることができるようになると良いですれ

1415)ち ょつと立てて弾いてみました。わかりますでしょうか?

いままで、右手の抱え込み方や右手の弾き方を学んで参りましたが、左手も実は支えているのです。よつて、今度は左手の基本的な支えるポジ

ションといいましょうか?左手の基本的な位置をご紹介しておきましょう。

1416)141■ 人差し指の付け根のところにヘットとネックの境目が乗つかるような持ち方をして起きますとよろしいです。 1フレット、2フレッ

ト、3フレット近辺のコードはそこから折り畳むようにして押さえられますので、左手の支えはほほ完雲

1418)角度が変わりましたが、襄から見るとこんな慇じです。ちょっとわかりにくい写真ですかね?

以上で、ウクレレを支える体のポイントの説明を終わりにしたいと思いますが、おわかりになりましたでしょうか?ここから下はお試しセット

じゃなくて、ウクレレ構えのサンプルです。

1419弾いているときの姿ですが、はじめはどうしてもこんな猫背気味になつてしまいます。― ら、左手の押さえを見に行<からです。これ

から学ぶ簡単なコート|よ 徐々に見なくても押さえられるようになるので、そうすれ|よ 次第に頭を上げて、背筋が申びてシャンとしたウクレ

レ奏者になつてますよ。中段で抱えるとこのような憩じになります。

14201下で構えるとこんな感じになりますね。どちらかというと、こんだけ下の方で構えると人差し指ては弾きにくいかもしれませんれ

1421)そ して、上段で抱えるとこんな感じになりますれ



今回中段の構え (なにやら厳かな名前)でシャキンとしてみました。

142a1423)背筋が伸びるとにっこり笑顔になつてくるもので、不思議なもの。ウクレレの指板面をなるべく見ないで弾けるようになりたいもの

ですよね。写真を撮るとき|よ 左手がそれらしいところを押さえて、パシヤ !と撮ればヽもう、気分はウクレレ奏者 !

1424114251弾いている人の横から見てみますとこんな感じ。二人ともにこやかに演奏してますね。たのしそうです亀

14261142η ストラップをかけて弾いてtシ ャンとして弾いてます亀

Session5:マキ000ソングに挑戦、コードを覚えようっと。

で|よ 今度は左手でちゃんとコートが押さえられるようにしようか。ウクレレでは短音でメロディーも弾けるけど、まJよ CMでも流行つてい

る「マキシン !」 のビレパラフースが歌えりゃ、大もうけ !って慮しで。「マキシン」が、チャランチャランと弾いているのが「コード」と呼ば

れる音、不0音だれ

じゃ、さつそく押さえ方。1501)1502
ウクレレを教わって、いきなり感動するのが、このコード「C」 。とりあえず、中指にこの1弦の3フレットロを押さえて、弾いてみよう。

「C」 の押さえ方。

‖一J一十2十一  この図の上から、写真の下からとなつて
｀ bトート十一トー  れ観説Nやこししい、左の図|よ

bトートートートー  自分がウクレレを構えたときに見える

b卜十―」一十一  指の押さえ図なのた

数字の1が人差u低 2が中楓 3カ藻指に4が小指です。一番左側の は押さえない意味、これはそのままジャラララーンと弾く。

さて、音がでましたか?この時に、親指はどうしてる?
1503)ち ゃんとこのように裏側にきちんと入つているかな?できたら、次に行つてみようか。

剛 15051今度|よ Gのつもり (ほんとはG6という音なんだけどれ ).
「Gのつもり」

|トー|-2-|―一|―
――

bl――トートートー

|ト
ーート1-トー|―

―…

bトートーJ一―トー

つて押さえるんだけど、わかるかな?人差し指と中指しか使つてないよ。親指はちゃんと裏側にれ

15061150m次は「D7」 つてコ~ドだよ。さつきの形と似ているよね。ただ、上にすらしただけなんだよa
「Dρ省略形」

bトーートーー|――|―
――

|ト
ーー|-2-|―――

|―
――

bトーートーートーートーー
ー‐

 |トー|-1-トー|―
――

ますはこの3つのコードで「マキシン」のビレパラアースが弾けるんだ。 (マキシンさん、製薬会社さんごめんなさい)

「弾き方」

G G G G G G G G
ピレ パラ アー スは きき めが なが い

G G G G G G G G

C C C C G G G G

D7D7D7D7G G G G

C C C C G G G G
あ― あ― あ― んあ やん なつ ちゃつた一

D7D7D7D7G G G G
あ― あ― あ― んあ おど ろい たつ 。・



Gつて書いてあるところで一回上から下にポロロロンと弾く。同様にCもD7も弾<んだよ。

「ポイント」

(508)1509)最 初ヽ これがGだつたよね。ずつと、これを弾き続けていくんだけど、次に出てくるのは

610)1511)こ のCつてコード。「人差し指を離して、中指を押さえたまま隣に移動する」押さえ方つていうことがわかってほしいんだよれ

それで、次に出て<るコードが

612)1513)また、Gで元に戻るんだけど、この時はさつきの逆、「中指を隣にすらして、人差し鱈を添えるだけ。」ね、簡単?でしょ。そ

して、次に出てくるのが、

(514)1515)D7つ てコ~ド。Gの押さえ方と似てるよね。「人差し指と中指の押さえていたところ一個ずつ上にすれただけ。」わかったか

な?そして、次に出てくるのが、

C516)151‐ Dまた、Gなんだよね。だから、さつきの逆。「人差し指と中指の押さえていたところを―laずつ下にすらせばいい」どうです?
わかったかな?

ま、こんなところなんですよ.

で、さつきGが本当は違うんだよねにつて言つたの1よ 音を聞いていて、「マキシン」の音と違うよ、と思つただろ。でね、本当のGの押さえ方

を教えよう。もう、Gと言つたら人差し指と中指の2本で押さえられるよね。しゃ、

(518)裏の親指の位置をちゃんと確認して、

619)1520)ますはさつきのGの押さえ方をするよれ

621)1522)そうしたら、そのままで薬指を上にあげてきて !

(523)1524・ )人差し指と中指の間の隣に持つてきて押さえて。ん?よくわからないつて?ダイアグラムを出せ !つて。なかなか言うれ

「ほんとのG」

‖一―卜2-トー」一―

|トー|一
―卜3-|―――

|トー|-1-トー|―
――

bトートー|一
―トー

なのだ。これで弾いてみよう、きつと満足する音が鳴るはず鳳

この押さえ方ができるようになつたら、さつきのGのところをこのGの押さえ方でやつてごらん。さつきよりいい感じになるでしょ。

Session6:こいのぼりから恐怖のG7まで。

~ 
さて、これで「マキシン」の「ピレパラアース」は良しとして、今度1よ さつきのGが押さえられた人も押さえられなかつた人ももう一つコード

を覚えよう。

K601)1602)ここを押さえて、弾いてみよう。「 Fもとき」 (ほんとはFadd9と いう)

bl―
――

|――|―
――トーー

|卜 1-トーー
|―
――

|―
――

bトーートーートーートーー

bl――|――|―
――トーー

すつかリダイアグラムに慣れてきたかな?このコードはFもときですが、Fの響きを持つているので代用できます。しかもFよりきれいつて惑じが

しませんか?

さて、このFを見えたところで、「こい似まり」を弾いてみよう (著作OK)。

lC C CIC C CIC C C IG G GI
IЮね よ― り |た一 か― い に い の一 |ま― |リー ー 。 |

IC C CIFモ トキ c clG G G IC C CI
Iおお き― い |まご  い― は |おと 一  さ― |ん― ― ・

|

IFモ
ドキFモ ドキFモトキlc  c  CID7 D7 D7 1G  G GI

陽い さ― い  |ひご い― は に と も一 た一 |ち― ― ・
|

IC C CIFモ ドキ c clG G G IC C CI
Iおも し― ろ |そ―  ―  に |およ い― で一 |る― ― ・ ‖



「こいのぼりJは知つていると思うのて歌いながら挑戦してみζ Fモトキを一鳳 そして0を2拍とはむすかしいとお日して しょう八 薬指でc
を押さえて 人差は Fモトキを押さえるというふうにリツ0、 指が広がつてくれるとうれしいな?υ讀つてま魂 ここはちょつとしたリスムレッ

スンになりそうで免

ところヽ  R意んとOG」 劾吏って鄭 てヽみると、「こい0まりJはらしく閾こえるよれ  熙コをとのG」 がまだちょつとlTaえら神邸 しヽはま

な

(C03)600これでもいいけど、観マに

(6051に06)このGが押さえられるようになるといいれ

さζ さっきの「 Fモトコ つて閻んとはどうなの
'そ

う、思うだろうと思つヽ もときつて言葉をつ/」
|つた編

に0つ 16080人差し指に押さえたよね さつきのFモドキ。中mulに行くaF_

R― l1610〉 輔 峰 上を押さえては

'F」b卜‐十一卜+―
|卜 1-トーート‐―卜‐‐

b卜+―トート
|卜+¨ トー

ちょつと 写賣だと藁指も押さえて
'る

ように見えるけと 人差レ指と中指だけだれ かんたん醜

こんとはこのF日吏つて「こいのばりJに挑戦してみよう。

さ(最 御こ、いままで Cの押さえ方は r●BI Gは i建し衛 と 国朝塾 、い とヽ版はさらに 暗目艶 と、押さえ方●し―ル翻寸けしりご

けど、次のコートが奎き0すいようは 指の絆さえ方は自由に変えていいんだれ 例え|よ Fを騨いて、0を弾いて、0を弾いてとすると、

611)1612)Fモ ドキ

613)1614)Gモ 時

(015)1616)0だよれ
ちょっと無理したかな?と思つ献   「マ■シン」でやつたときは 中指を欄こ移動するつてかいだけど、理装拡煙 いているので、Cを押さえる

ときに凛指κ押さえてしまうことだつ、cきるんれ

こんな風にやってもい0蒟だよれ

とんなもんだろう。とりあえず、ここまで弾けると、いろいろ弾けるようになつていると思うので |ヽ ろいうチャレンジ ,したくなつてき出

そこがウクレレのいいとこう しつかり、はまってしまつたので
'度

は市販0本にチャレンジしてみよう。

ということで、市販の本にはいろいろ曖コードが出てきま,そ こζ 特に難霧なものを一つc~m介しまt/ょう。Gと言うコードからG7ヽの移

り方であります。

161つ ●73Gのコードでレこれ
――- 2トー」‐――

卜  3ト ー

|卜
‐―卜1- ―‐卜‐―

bトートートートー

618さきほどのGのコートから人差し指を2弦の1フ レットに勉

1 2ト ートー

|卜 |―|―卜3J――

bトート+‐■―

同―――

「
― トー

619鮨

“

てヽ、中指を1弦の2フレットから3弦の2フレットヘ絶

固――トートートー

1 1‐ ――卜3‐ ―‐‐

「
―陸―卜+―

b卜十 トートーー

6201そして、興指を2弦の3フレットから1弦の2フ レットヘ移軌
―‐卜3‐

‐‐‐卜‐―

卜十ト ト+―
トーー「

2トーートーー

b ――トーートーートーー



これて完成なのでありま魂 かなり難しいですれ

(621)160

623)こんな感じですばやく移動できると良いのでありま嗅

トラ7Jし¢素 1柿い0とG7ぐ難しいので後で読 でヽ0

62●さて、いきなり0とG7の移動ができるわけもないのです根 Gモトキの押さえ方は前にやりました。人
=し

指と■指て

'さ
えていたのを思

い出して欲しいのです爪 ここではGモトキ̈ 指と葉指で押さえてしまおうという魏

|ト
ーート3トー|―

――

b「+―トート
|ト
ー‐卜2卜‐‐卜‐‐

bトー‐卜‐‐トート‐‐

16251そのままの形で人差し指を2弦の1フレットに添烈■曲詢らとG7を押さえてい0
1卜 +釧一 トー

|卜 1-卜+―トー

「
‐‖‐2+―■―

b 
「

―H卜‐

6261まな さつきのGモトキの押さ―
ll Eを2弦の3フレットに押さえてしまえばGIコ鍼夕,こ魂

| ――H31-―トーー

|ト
ーー ー+4‐卜‐‐

|―‐卜2-トート‐‐

bトー

「

+―ト

つまり、Gから07への移動をこのようにしてしまえは 楽かも脚麟ない、と勝手に思つて作つてみました こつちの方が難しいかも知れませ/●

れ

1627崚0人差し指とl」 luD■lししてぃるのがわかればよろしιつて魂 瓢 演案中にこのようなことができるか?というとそうもtいない

ので孤

たとえは まだやつてないA7~D7~C~G7というコ~ド進行があつたときloこの方法を行うと、ちょつと指が難ししいな?と思いま嗅 て

きれ|よ 最初に説明しな やつか|●GからG′の移動を練習してくださ0ヽ 何度か、その動きを練習しも るヽと自然にヨこついてしまいます。
ちょつと無責任てSヽ こ制ま弱燎だと思つてくださしヽ

SeOon7:特選コードと誕生曰曲、緊急指令 !セーハを制覇せよ !

さζ 簡単なコートはまだありま義 口のしながら説明していきたいのですヽ ここではヨートの押さえ方の説明だけさせていたださま魂

糠出コート.

(701,ctltCァというコートで現

卜1ト ートJ――

bトーートートートーー

同‐―卜‐■‐¬―‐

b―‐‐‐トー‐‐‐‐

よくこの後にFのコートヘ移動しま嗅

(702これは 先ほど出てきたA7と言うコードで■
b「―‐―‐‐‐卜‐‐

bトーート‐ トーー

|卜 1-卜+―トー

bトー」――‐ トー

7031これはA9と言うコードで魂
|  卜釧十 一

bトートート トー

||‐ 1‐卜‐‐卜‐‐1‐
‐‐

b卜+― ―――トーー

このコート1誨 ンヽフと言われるイントロ、エンデイングー歩手嶽 区切りに使われるものでよく出てきま塊



A9-D′ G6といフ ン`フは計 1いなコード進行て覚えておくと硬私 このコートは全て2Al― きます極 おさらいはしませS、
。7と COはすでにやりました。

既におおししたマ■シン フレーズのイントロに使つてあ|ラるこ 意外におしゃれ凛じじを末わえるので彗ヽ 、おしゃねな饉じという雰囲気がお
わかりになりま9cしょうか?

●04そして これがAというコード.

bトート+―トー
b「―トートーF―

|卜 1-トートートー
|卜+2-トトー

7051こねは、Amと言うコードで,
bトートート+‐‐

b卜+―卜+―
b卜+―卜

「

―

||―レ ト十 ――

そらそみ コードばかり弾いていて疲れてきたところで簡単でおしゃれ″ ッヽg_7ヽ―ステーツーユーをやつてみますか?

ナシ  C
はつび ば―す

G7  G7
はつび ば―す

O   C
はつび ば―す

Ｇ
７

う・
　

Ｃ

う．

ｑ
ゆ一　
Ｃ
ゅ．

Ｃ

つ一
　

。７
つ．

Ｃ

で一
　

。７
で一

C  C7  Fモドキ(ジャラジャラと盛り上げる〉
で― てぃあ い うゃ―ん

ナシ  C   c  G7
はつび ば―す で一 つ―

bトーI‐―
「

―

卜1-卜+――トー
ーーl-3-トートーー

「―卜2」――トー

(3111)‐  (2000)
(エンド)一

（Ｃ

ぅ一

Ｃ

ぅ一

０

ゅ

コードの晏き方は 種鮨わら,その言葉のところで聾く。エンディングの部分は簡単ではあるものの新しいセ■ とヽいう押さえ方が入つていま嗅
(3111)という表m=か ら1弦の3フレットを押さえみ 2弦の1フレットを押さえa3弦 の1フレットを押さえみ 4弦の1フレッ
トを朦さえこ という意味で魂 ですから、 (2000)は左から1弦の2フレットを押さえる.2弦から4弦までは押さえない.の意妹で魂
こ初これ てヽは後ζ ご勧 しヽま嗅 こ いう初サでセーハを見てみることにしましょう。とんなコートがある?

●00cth Fの押され
b‐―‐―――‐―――

1 1-トー1-― ―‐

b「 +―+―トー

|「F2 +―
ここで築指を0弦の2,レット中おの下に入れて押さえてあげるこ

の ηDmというコートが出てきま■

通常、この2と 3の指の押さえ方は3の情ヨ壺わずに2の娼で3弦と4弦を押さえるセーハという手法を用いま魂

17081これがDmを押さえている時のセ■ のヽ%中指の第一関饉が反対に国がって3弦と4弦を押さえている様子力わかりますてしょうか?
b―+¬トー ーー

|‐ 1‐トー ーー ーーー

ト‐¬,+‐+―
|卜「 2-トト
と表記してま魂

‐097セツ かヽ出てきたので、以前に習つた、07はこの中さえ方がある。前は
b卜‐‐トー‐―――トーー

|トート2 -|―
bトーートートートーー

1トート1+―トー

だつたけと、今回の場自ま
b――卜1-卜 2‐卜‐‐

|‐
―-1-1-|―卜‐‐

トート1+―トー

トート1+―トー



人差し籠″喰ヨリ磁を押さえているは そυこ 中指が1弦の3フレットを押さえ0こ のような全弦を一気に押さえてしまうことを「BAR
(′ ■ )Jと言い議 パーは後 便々利なものとしてたくさん出てくるのです爪 まコ却 さえ方が難しいて魂

7101きて
'こ

れま?つてきつきのお量生祝いに ンディングで出てきた (3114)と言うコート.Ctm●7(シー シャープ メジャー
セプンス)というのでありま寃
|トイ十■ 3+―
|卜1-日 ヨーー
‐
1‐卜‐‐卜‐‐―‐

|卜 1-トートートー

ちなみに く3111)と言いたのは 1弦の3フレット、2弦の1フレット、3弦の1フレット、4弦の1フレット、を押さえるよ、の意味であ
りま魂 上の線鳩 ルヽである図|よ 1が人差し指て、2が,R3… 4が4鮨てという図緻    (311`〉 とこの図を混同しない
ようにしてくださいれ

crl,caaぉ誕生曰ソングの一番最後の音 (2000)で魂 コードネームはCr函7(シー メジャー セプンス)とコ 1ま嗅
| +イ トート
0-卜+―トー

d―‐卜‐十‐」―‐

樹

― ― ―

「

― F―
―

|―
‐ ‐

これは一本指で押さえられるコートですれ こ″3とこうにもありましたれ

7121うょつと難しいコート。これはDと言うコートで魂 さつきDmと言うコードが出てきましたがなんとなく似ているコートで魂
b卜HI‐‐‐‐‐

トー「 3-トートー

トーート2トートーー

|+1‐ ト
この押さえ方は難しいd讀いますよ 実よ 本にはこ●||さえ方は出てま0ん_本こは

7101このように出ておりま魂

b  「
‐―トートー‐   b― ―――――トーー

トート3-H―-   1卜E2「‐
トーレ+―←―  l卜+1¬一+―
卜 2  -ま た国トート1+‐J――

|‐ 1‐卜‐‐卜‐‐卜‐‐

|-1-トーート‐― ――

卜|「2卜+―
卜|+J3+―

彗■では中指が3弦と4弦を同時に押さえてまt Omの時も■指がセーハをしましたので、この方法が,えやすいと思いま魂

工 最後に試練とも言うべき超難関のセーハが待ってまし色 これを解説しておかれ とヽいけません。
714恐怖の8,(ビー フラット)でユ
|卜 1-トート‐1-―
||-1-卜 ‐ ‐

|‐
‐‐

||‐
‐‐|-2トーー

|―
――

|トートーJ3J――

なんじゃ:これはと思います力ヽ これは代月品がない● この理さえ方さえマスターすると、あとで楽になるのt仕 方れ とヽ思って飽えてく
ださしヽ

716)まヨま 人差は イ弦と2弦を同時に押さえられるようにして見ましょう。これだけの押さえ方ですこ
||―

`¬

一 |―
――

|―
――

|卜十■+―トー

b ――トー ーー ーーー

bl――トー「
――‐

C,メ4と言うつ―ドヽ この後にC7を弾くとコいできるコード。ますは、このメ嵯し娼の副麟といきましょうれ と、ここで終了。

710そしたら、あとは中指と葉指を増段状に並べて終わり。これ日 ,押さえて嶋らすのはこうです?簡単になりまし,れ
|卜 1-卜十 一トーー

|卜 1司―十‐¬―‐

|卜 +2+―+―

「
―卜+3+―

この押さえ方のポイント.

717しつは ヘット側に倒れ気味に押さえているのがわかりますでしょうか,人差哺 は指板からズリ層ちそうな押さえな 中指は人菫し娼に
寄りかかり、薬指は中指に電りかかり、小指ま立つのを押さえて   くこれはいいとし0裏側で支えている観娼の先はヘットの方向をビッと
見ているのがわかります?か ,これがポイントなのこ

710719じつはギターをやつている人は人差し指をBARにする麟会が多くてあ″簗押さえ方面倒だよ、といいながらこんなB,の押さえ方

をすることヽあります瓜 これても同じです。



た,=人差したが仲珈 ,なに できることなら、

|卜 |」‐――トー」‐―

|卜 1‐卜‐‐トー‐トー‐

||‐
―-1-2トーートーー

|ト
ーートーー 3-トーー

こつらの押さえ万て見えて欲t/いのですが くこつFDuうヵ鴨単)、 国によつては

|卜 1+― +‐¬―‐

|卜11-+¬一―

|卜 1-卜2-トートーー

|卜1「 F3-トーーB,

そして

「 1‐トート‐1…‐

卜ヽヨ十 トー

トう■+―トー

ト1「■3-トー31m

という進行あつて、そのときにはBARヨ史つたB,が有効になるという。

細動つところ2通り使えるようになつていると良いので■哄 華

|卜1+‐ ―ト

|‐ 1‐トー1-― ―‐

←―12+―トー

1 -―トーート3 -――

この押さえ方で行きましょうれ

7201と、セーハはただ押さえりや良いのではなく、0まリコツのようなものがあると思われま嗅 きつそく見てみましよう。

(72つ 722

720724)そのままつ―卜を見ながら押さえるとこんな感じに押さえているとれ まヽす。何れ けヽないか?ということはありませ機 、黙

セーハを押さえて困ること嶽 きちんと4つ音が嗚らないことなので■ ものはためしに、lTaえてから―弦―弦をはじいて、音を嗚らしてみ

てくださしヽ するととつか音が嗚つていなかつたり、ビリピリこllつたりしてませんか?tlc162の人差し指の第一関館のところは浮してます

れ

ここからはそんな力々にちょつとアドバイス かなりこれて治るυ思いま幌

(7257260が変わつたか?わかりますか

'同

じ押さえ

…

きつきの押さえ方とはヨ
`違

うところがあるのです。こう、押さえますと、

実はセリ がヽされ0ヽこ押さえられ さらに、指全体に力が入って音がきれいに鳴るので■ はて?何が違うのだろうか?

727C728左右の差をよくこ覧になつてくださ0ヽ わかりましたか? ☆セ■ をヽ

'さ
えるときにどうしても手の平でウクレレのネックを押さ

えてしまおうとするので,力ヽそは 人
=し

臆がまつすぐ伸びないで中間が浮いてしまう。つまり2弧 3強あたりからゃんと押さえられ

ていなかつたりするので幌
'そ

こをメ嵯 t/1u第2関節atlばすょぅにして押さえてあげるこ 指自本に力が入り、ビンと伸びた指が全弦を

きちんと押さえていると言う感覚が自コ祓じるようになりま聾 そのときは ちゃんと嗚つてます.

では ウクレレのネックー なくても良いの?と思いますヽ このは セJヽしながらネックを挟んているのでコいしてくださしヽ

7291730さて、恐怖のB'も同じようになるのでしょうか?このように指ヨいばしてしまうと やはり押さえられるのですが    .集 ま、

次のコードに移りにくくなってしまうのです。よつて、この開 ま 右の図のよう|● ―差t/m第二関節から折れて押さえた方が良いのです。

実|ま B,の場合のこの折り曲げの押さえ方は翻こかなつているので義 無理矢理押さえるというこのポース 男まネックからすり落ちるよう

な押さえ方をしているので■ つまり1引則に弦を31っ張っrlヽるような感触で押さえると全部先の方だけきちんと押さえつけることができる

ん魏

まつたく、続―した押さえ方じゃにゃいのい0?

1731)1732さζ セ‐ とヽいうとしつかり押さえなきoならな0つて しつかりの観晴さんははたしてどうなつているのでしょうか?実よ 親

指を横に向け<フ レット研塵い方ではヘットの方を押さえてあげると意外にセー′い

"さ
えやすい。

☆セーハと言うとたとえは

733)人差し指のすぐ下に観指が来てないと,ヽサないように懲いますが、実はるらなことではなかつたので
'

●73● こ初ま極端にlpさぇてます紋 人差し指がセーハを押さえてま魂 親指があんなところにあるの|よ どういうことなのでしょう。同じよう

に押さえて、親指を押してみてくださ0ヽ すると人差し指がギュッと押しつけられているのがわかると瓢 まヽ■ セーハはテコの応用なので

'そこヽ 指期申びているとよリカが力め り安いということなので■

い 今度は 薬指が力

"つ
た押さえ方です力ヽ この時もテコの応用で

'人
差し指を軸にして親指を押してみますと、今度は豪生か簡単に,さ

え込まれますよれ この時 麒こなつている人差し指が0フレット側に若干倒れているのがわかりますてしょうか?別に、各帽の建力 指圧力が



なくてヽ テつの力により難しいところがおさえられるよう・raるので,

に301730だから、こんな小指めヽ らに外に,つてしまつたようなコードもテコの嗜用で簡単 今度はテコの軸から
"動

なり離れているの

で 人差

…

り0フレット側に倒れていることがわかりますれ 刹ま指の饉で全部の弦を押さえるよりも指の側面で押さえた方が堅くて

押さえやすくなるのです。 (まな 事柄が増えてしまいました).

(‐0●39じゃ、ということで重れたところを押さえるコートに対して、赳こ人差し鮨の近くを押さえるつ―ドの場合はこうなるのでしょうか?
きつきと同しように3フ レット側に倒しても長いのです嶽 今日き押さえにくくありませんか?写真を見てみると

'お
や?人饉-1フ レッ

ト側に菫ていますれ 患●ヽ して欲しいのですが これはB卜 を押さえたときの場合にそつくりですれ B'とは露嘔

"違
うのですが、今度は

軸が親指と人差喘 との間にあって 人差し指と中指が同時 (¬本となつて)に押いえ込まれていると言つF― aので嗅  (0,はこの方法

でい きませる人 a●行なさい)

Sossicln8:=さ でムンムン、リズムンムン?:

ここまcα だいたい弾いているという感劇こなってきました 一通り素通りしてきても構いま魏 また、見直せ雷良いのですかられ

さて、こんな声を聞きまし己  「ねえ、ウクレレやっ、tらつと●7ヽワイつばくないじやな|」

"ク
レレ持つたら、ちつとは南ロムートa末わ

いF_いしゃな0口 「ねえ、ねえ」となにやら、周りで声がしてまれ

じゃ、_IBで 1磯きますよ !」 と言ったヽ も手を上から下にポ0ロンと弾いな ということしかやつてましんでした 今度は一歩進みましょ

うれ

リズムのトレーニングで嗅 今までの由の縛日では 4獅 リズムの一始分を上から下にポ●ロンでし

'=今
度は様″なリズムを■につけて

みましょう。

ビアノ0ト ラムのトレーニングでは 4カ者●を―急 8分音持はその2倍の早さ又は数の多ま 16分音符いなんと4倍の早さ又は数の多さ

と16分音村のレッスンになるdttЫ,いれんt/rいるのではな0いと

“

党するぐらい
'pぃ

てましれ

しかし、これが磁集薔となると檬子が変わりま■ ―回0'く にしても次に上に戻つてくるまでの間に その動作で弦をはじくとなんと、一回1口 い

た動l●●●に2回 ],いた動すと同じことになな というなんとも便利なことが起きているので丸

何を言つているかわからないと思います力ヽ ■から下にポ●ロンと弾いF_ら、下から上国■るときにカ レロロンと弾けるのです。つまり、上下に

手を動かすことヽ ピフノやトラムでの2回分の動作と同じことになるから、彼らよりは楽に数多くの菅符を
',く

こと 弾くことができるのです

よ.

能書きはともかくとして、リズムレッスンに移りましょう。

(801)802上 から下へおろしているところで,

1803)ヽへおりた。 804これから上へ向かいま魂

6α〕(800上に行きました これがダウン フップのストロークて魂

い01"(菫団ま―拍をましてまま い wへ Uoはスト●―クのこと〉

0ま今までの弾き方「タン タン タン タンJというリズムt

さて、新たは2ま「タン タタ タン .タタ」というリズムで魂 このリズムを全剖上から下へ (Down)の弾き方 〈ストローク)にしても良

いので狐 さつそく、下から上へ (υ o)の弾き方劉 燎してみましよう。

4分音符は■から下へ (Down)弾く。8分彗符1個日は■から下 (Down)ハゝ 2個目は かヽら上へ (Uo)と鄭 てヽくださ0ヽ

0ま「タタ‐タン タタ タン」というリズ

^同様に8分音符は■から下へ (Down)、 下から上へ (υ p)と螂 てヽ、4分音には上からヽ へ (Down)と弾くので軌

このリズムはれらとなく生瀾3あるリズムだと思うのでわかりや」 とヽ思いま襲

リズ内師 なヽいと言つている人れ まヽす八 実じないのではなく、気にしたことがなかつた日
'な

ので魂

気にするにしてもリズムは無剛熟のようで実は大変重要な役割をしておりま襲 それは 脈拍て

'運
動した緑  ドキドキした御ま テンポア

ップです。首関すテンポも小気妹よく、テレポがあまりゆつくり●・Iも恐ろしいですユ 案にテンポよくリズムを奎 c、おりま現 自分の手首を

ちょつと口んでみて 脈をはかつてみるので弧 あいましヽこ曰
～
てみますとなんと、「ドキ ト詢 というリズムと「ど    どき とき

こ  と   と と詢 と昴 まヽいなカウントをとらえま魂 これは働しだヨこ伝わつてくる感触と指先倒 醜 きつて感じられる為で魂

はじめのうちはその複驚なリズムにリズム厖い顕なわれたのか?と思いま孤 じつと待つてみるとお互いがシンクロしてか?一定のリズムを感

じることができます。

すなわら、安定したリズムキーパー湖本に潜ん0ヽる訳です嗽 それぞれ固有のリ
ー

あり、お互いがシンクロしたとき(コめ てリズ囚感が

ある?な 0ヽ?を評価t/ますからいきなり、初対面の人にあなたリズム音痴|“寿
『

0,ヽれ 同りにリズムに対して余裕がある人 O黎しに対応でき

る)れ たヽら、その人に

…

もらう、と言つたリスムトレー
~ン

処 罰0(次 第に、そのメのリズムな本に馴染ませてしヽサは 自分自身に



新しいリズ内議が備わってきますので リズムに対して企女を抱えている人はあまり深刻に言えないてくださしヽ 弦を上から下にはしいた時から
リズムは始まりま,リ ズタ笠がなしス●していまし よヽ.

と言うわけでリズムのυ疇にいろいろなリズムとは組み合わせの事柄が多いのヽ 大変むずかしく感じられま弧 霙は もう、次のリズムをや
るとその組み

―
リ ーンが終わつてしまつても郎 かヽも知れませ

^ぉ

R021:くさつきの見方と同様です)

さて、ちょっと難し鵡 。

④のリスJま 4分音符の後に一回体みがありますよ これがくに t業としては「タン ンタ タン ン勿

80η le08 809 4分音待で■から下へ (rlown)

01018141弾かないて上から下へ eOown)下 ろして

61a1810下から上へ (up〉 弾く。その繰り返し 一回空振りをす軌 実に難ししヽ

0のリズムは「ンタ タン ンタ タン」

e14r310上から下へ eDown)● 編り

6161e`η 下から上へ (Uo)"く、

810019上からやヽくOown)弾くの縣り返し

⑥のリスムは起難関「タンンタ タンンタ」

(821)1822上から下へ弾く (Down)

823,041下から上へ (空 U。〉空振り

62● 6261■から下へ に Oown)空振り

62● R'nl下から上へ (Up〉 弾くの議り返しも

Cのリズムが実に難ししヽ 「た―んは た―ム泊 とも聞こえう

番外なのですが、ln/,―ンは8都休●が入つているので、音が鳴つてはいけないので,こ る●●ときiミ 空Downや空Upを行つてい

る薇中の左手の押さえ方です力ヽ 剰まこんな方法がありま魂

「ミュート」

82811829
をは指が電手浮き気妹です力ヽ 引こ触つているので魂 ちの図はちやんと押さえてますよれ 空のDownや●のUpが苦手と急つたら、左手を

｀ このように強く押さえJこ燿く触れるだけにしてaチく そして、通常のOown、 UDを瑯 てみましょう。すると、音は■らないのですが、
「カスッ、カスッJと言つた弦をこすつている音がするだけで魂 空のOown、 空のUoがき手と思いましたら、こんな方法ても郎 こヽ

わヽ この W―ンが使えるのは、左手が全8欧の鉱を押さえている時にのみ有効なので、たとえは 1弦の3フ レットだけを押さえているCの時に

これはできませハれ この場合 右手でミュートを行うのです瓜 饉しくてまな できまし転 ごめんなさしヽ

また上のミュートを早いストロークで組み合わせると、キターのカッティングというストロークになつて行きますが、またまは そ初まそ制よ
遠い道のりですれ

はて|ぎζ これらの0つ0/'ターンわかりましたか?わがんね がな    ?

この襖こシンコペーションというものを勉強しようかと思つたのですヽ 、ここでヨ1っかかりそうですな。

いOЭ 容赦なくシンコペーシヨンの議

0ま員ん中に弓なり¢嘲いありま弧 これは瞬同■をつな・ ヽ しまいますので、隣の音符は弾きませハぉ 「たん タターア タタ」

2拍日の頭の音かなくなるので、変な感じに関こえますが、これ力次の小節との境目で起きたりすると、前のめりのリズムと言われてま魂 臨

シンコペーションが入つていると前のめリリズムと呼してたのしんでます.

0の′

"―
ンは後に、クレイジー0という由を続習するために題 卜とも党えてれ てヽはしいて嗅  「タン タター タター」すでに、1から0ま

でのリズムt/ッスンで見方がわかつてもらカヒと思うので、細かく解説しませ
^ぉ

こんなリズムですよと、というところだけこ

やつかいですが、こんなリズムもあることを見えて□いてくださしヽ



エ

幼噸 周りのみんながとこで覚えてくるのか?ピフノを見るこ またはカ レカンを男ると腱も彼も「ねこ6与じゃっ口 を

"い
てました 楽

llを見ながら党えたモノとは違っく 両手を硼電に使つて難しし渡奎をしてま丸 ウクレレでも 幼少0時に覚えると言われる「クレイジーG」
があり墨 ヽ、楽語を見ると真つRc困つた困つたとびつくりしてしまいまニ ユ 実は 手ICPWり とその場でできる人から教わつていきます
と、利目露なことに自分カマつ起難爾慮楽語を礫いている自分に電きま嗅 いきなり、何も知balヽところからクレイジーGをやつてもよ0つて
すヽ クレイジーG以外の曲が禅●●|ヽと困つてしまいますの■ クレイジーGヨ0でもな0さうに弾けるようにするためは 試練と思って耐え
てくださ0ヽ クレイジーGまでもうすぐですれ

はてはて?

め組 初L者の星 :クレイジーCでごさ色
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