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はじめに
暑い夏も終わりに近づき、季節は実りの秋を迎えようとしています。１０月のノバホールで

の発表会を控え、８月末～９月初めに予行練習を兼ねたミニコンサートが順次開かれます。

今日は、発表会を成功させるための（ミニコンサートでも同じ）「ちょっとしたコツ」をお

話します。

皆で協力し合う

発表会は、’自分だけが上手く弾ければ成功’ということではありません。皆で演奏しやすい

環境・雰囲気を作ることがとても大切です。

当日は生徒さん同士で挨拶をし合い、何か困っているような人がいたら声をかけ、問題を解

決できるように協力します。私にも何でも相談するようにして下さい。
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当日朝からの過ごしかた 

そして、自分の演奏の時に気持ちを集中できるように、また明るい気持ちでその時を迎えら
れるように、何かアクシデントが発生して思い通りにならない事があっても前向きに、明る

く、そして疲れてしまわないように落ち着いて行動します。

客席では

 発表会が始まったら、他の生徒さんの演奏を静かに聴きます。

皆さんはここまで、一生懸命に練習してこられました。その力を一人一人が出しきれるよう
に、どうぞ静かに聴いてあげてくださいね。

そして拍手も大切な役目のひとつです。

舞台に生徒さんが出てきておじぎをする前（おじぎをするために立ち止まった時）に、拍手

を始めてください。きっとどの生徒さんも、広い舞台をちょこっと緊張しながら歩いてきま
す。そしておじぎするために正面を向いた時、シーンと静まり返っていたらなんだか可哀想

です。気持ちが縮こまってしまいますよね。

ですからおじぎをする前からぜひ、拍手をしてあげて下さい。そうすると演奏する人は気持

ちが楽になって、リラックスした気持ちで演奏を始めることができます。

演奏が終わった後も、生徒さんがピアノ椅子から降りておじぎをする前に、拍手を始めて下

さい。何ヶ月も頑張って練習をして、広いホールで大仕事を成したお友達に、ぜひ大きな拍
手を惜しみなくあげて下さい。

こうして皆で温めた空気（雰囲気）は演奏者に勇気を与え、良い演奏を次々と呼んでいくの

です。良い空気の連鎖があって、皆さんの発表会の成功となります。ぜひよろしくお願いし
ますね♪

さぁ舞台に出て行くとき

拍手を受ける側にも、よい雰囲気を作る動作というのがあります。
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舞台袖からピアノまで歩いて行く時、トボトボと歩かないように。（もちろん、走るのも格

好悪いのでダメ）

胸を張って、目線高く歩きましょう。大丈夫、客席の皆はあなた達が上手く弾けるように、

温かい気持ちで見守っているのです。堂々と歩いて下さいね。

そしてピアノの前まで行ったら、サッと客席のほうを向きましょう。

歩いて止まって、そのままいつまでも立ち止まらないように。それでは客席の皆が拍手のタ

イミングで迷ってしまいます。微妙な「間」ができて緊張を生まないように気をつけましょ
う。

おじぎをする時、お顔は笑っていたほうがいいですよ。皆さんはまな板の鯉ではありませ

ん。皆に音楽を聴かせてあげる、とびっきりカッコイイ素敵な演奏者なのです。

仏頂面ではなく、ぜひ客席の皆に笑顔を見せてあげてくださいね。

さいごに

発表会まであともう少し。練習もラストスパートを迎えます。

発表会までどう過ごしたか、この課程を大切に考えてください。

粘り強く自分の音楽の向上を目指して、当日「自分はよくやった」と思えるように。それ

は、誰かから褒められることよりも１番、嬉しいことのはずです。

その日を願って。レッスンの１回１回を楽しみにしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２００８年８月号/ 文章・河合美穂）
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