
　　　　A
abdämpfen 音をこもらせて        B
aber しかと ma bedächtig 落ち着いて

abgerissen 引き裂ける bedeutend 非常に、おおいに molto
abreißend 引き裂くように beide 両方の tutte due
Abstrich 下げ弓 beinahe~ ほとんど～ quasi
Achtelnote ８分音符 beleben 活気づける

Akkord 和音 accordo bestimmt はっきりと、きっぱりと

Akzent アクセント accento beschlennigen 急がす，速める accelerando
alle 全員で tutti Betonung アクセント accento
allmählich だんだん poco a poco bewegt 躍動して allegro
als の様に bis~ ～まで

am Frosch 元弓で Blechbläser 金管楽器 fiato di ottone
am Griffbrett 指板の近くで sul tasto bleiben とどまる、残る fermale
am Stehg 駒の上で sul ponticello bleit ゆったりと、はばひろく largo
Anfang 始め capo
Anfangen 始める cominciare        C
anstoßen タンギングする

atmen 呼吸する        D
auch また・・ anche Dämpfer ミュート sordino(-i)
auf の上に、をつけて su dasselbe 同一の simile
Aufstrich 上げ弓 deutlich はっきりと distinto
aus ・・から da doch でも、しかし ma
Ausdruck 表現 espressione doppel 二重の doppio
ausdrucksvoll 表情豊かに espressivo Doppelstrich 二重戦 doppio linea
ausgelassen 気ままな、ふざけた giocoso Drängend 急き立てるように stretto
aushalten 音をのばす allungare Dritte 第３の terzo(-a)
außer～ ～以外 altro
äußerst 極端に assai        E

egal どちらでも良い

eilen 急ぐ affrettarsi
ein bischen ちょっと poco più
einfach (1) 簡単な、簡潔な

einfach (2) 一重の

Eingang 序奏

einmal 一度 una volta
Ende 終わり fine
erste 第１の primo(-a)
etwas いくぶん poco (un poco)

       F
fast ほとんど        I
feierlich 荘重に maestoso im = in dem ( in the ) nel(nella)
fest しっかりとした、堅固な fermamente immer 常に sempre
fliessend 流れるように Intonation 音程 intonazione
frei 自由に liberamente
frisch 新鮮に frescamente        J
früh 早い ja⇔nein (yes⇔no)

jedoch にもかかわらず

       G
ganz 全く、全て        K
Ganzenote 全音符 klangend 嘆くように lamentoso
gebunden 抑制された Klang 響き、音色

gedämpft 弱音（器付き）で con sordino klingen 響く、鳴る

gedehnt よくのばして tenuto Kraft 力、元気 forza
gehalten よくのばして、保って sostenuo kräftig 力強く con forza
gemächlich 気楽に comodo künftig 来るべき

gemessen 決まった歩調で kurz 短く staccato
genau 正確に giusto
gesangsvoll よく歌って cantabile
geschlagen 打たれる

geteilt 分けて divisi        L
getragen 音を切らずに、重々しく pesante lang 長く lungo
gezogen 音をのばす sostenuto langsam ゆっくり adagio
gleich (1) 同じ stesso lassen ～するに任せる、許す

gleich (2) 直ぐに subito laut 大きな音で forte
gleichmäßig 均質に lebhaft 生き生きと vivo
gut<besser<best 良い、良く bene leicht 軽く leggiero

leidenschaftlich 情熱的に appassionato
       H leise 静かに piano
Halbenote 二分音符 lustig 楽しく、おどけて giocoso
die Hälfte 半分 mezzo a.. letzt 最後の finale
hart 硬い solido
Hast あわただしさ

haupt 主な、頭の、第１の、        M
Hauptzeitmaß はじめのテンポ Tempo primo(Ⅰ) mäßig 中庸に、ほどほどに moderato
Hauptstimme 主旋律 markig 芯のある、しっかりした marcato
hervortretend 前に出て、目立って mehr もっと più
Heftig 激しい、強烈な merklich 気づくほどの、目立つ

hoch 高い alto(,sopra) mindestens 少なくとも

höchste 最高の、極めて mit ～を付けて、と共に con
Holzblasinstrument 木管楽器 fiato di legno
Holzschlägel 木のばち
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       N        R
nach (⇔ vor) ～のあと rasch 急いで presto
nach und nach だんだんと poco a poco ruhig 静かに calmo,silenzio
Nachschlag 後打音

nach lassen ゆるむ、静まる

Nebenstimme 副旋律        S
nicht ～しない、～ない non Saite(n) 弦 corda(e)
noch 1 もっと più Satz 章、楽章

noch 2 まだ Seitenthema 副旋律 obligato
noch einmal もう一度 ancora una volta sauber 音程よく

Note(n) 楽譜、音符 nota(note) schleppen 引きずる pesante
Nummer 数字、番号 numero Schluß 終わり、終止 fine
nur ただ～だけ（一人で） solo schmettelnd 高らかに鳴らす

schnell 速く presto
       O Schwammschlägel フェルトのばち

Oberstimme 上声 schwer 重く pesante
oder または o schwungvoll リズミカルに、抑揚付けて

offen 開く、ミュートを外す apertare schlicht 素朴な、飾らない

ohne ～なしに senza sehr 非常に、とても molto
singen 歌う cantare
sofort すぐに subito

       P spät 遅い

Platz nimmt 着席する spielen 奏する

plötzlich 突然、急に subito stark 強く grosso,fortamente
Pult 譜面台 Steg 駒

steif 硬直した

steigern 興奮して

Stimme 声，声部 voce(-i)
       Q Strich 線、運弓

Qualtolen ４連符 stürmisch 激烈な、嵐の

Quintolen ５連符 Szene 場、シーン scene

       T        Z
Takt 小節 zart そっと sotto,dolce
tief 低い basso Zeit lassen 間を持たせて

Tonleiter 音階 scala dei suali Zeitmaß テンポ、速さ tempo
triolen ３連符 Ziffer 数字、（練習）番号 numero

ziemlich かなり

       U zögernt ためらって

üben 練習する zu 1 ～へ a
über ～の上に、を越えて zu 2 ～すぎる troppo
und そして、・・と e zu früh 速すぎる

ungefähr 概ね circa (ca.) zu spät 遅すぎる

unmerklich 気づかないように zum = zu dem to the al(alla)
ursprünglich 本来の zurück 後方へ、遅れて、（さがれ）

zurückhalten(d) 控える（控えめな）

       V zusammen 一緒に insieme
verklingen 音が鳴りやむ morendo zweite 第２の secondo(-a)
viel 多く

Viertelnote 四分音符

von ～から、より

vor (vorher) ～の前 prima di
vorwärts 前向きに、どんどん進む avanti

       W
warm 暖かい calmo
weich 柔らかい sotto
weiter 1 より広い、より遠い

weiter 2 先へ、続いて、更に

wenig 少ない、少し un poco
werden ・・成る、変わる

wie ～の様に quasi
wieder 再び、また di nuovo
wild 荒々しく

womöklich もしできれば

wuchtig 重々しく
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