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＜色彩＞ 

項目 概 要 

無彩色 白・黒・灰色。 

有彩色 白・黒・灰色以外の色。 

明度 色の明るさの度合い。もっとも明度が高いのは白、低いのは黒。 

色相 色合い、色味のこと。 

色相環 色相を円形に配置したもの。 

補色 色相環で、向かい合う色どうしの関係。 

暖色 明るくて暖かい感じの色。活動的な印象。 

寒色 暗くて寒い感じの色。静かな印象。 

中性色 温かくも寒くもない中間の色。 

彩度 色の鮮やかさの度合い。 

純色 濁りのない鮮やかな色。 

清色 純色に白、または黒を混ぜた色。 

濁色 純色に灰色を混ぜた色。 

色料の三原色 赤・青・黄。この 3 色を混ぜると暗い色になる。 

色光の三原色 赤・緑・青。この 3 色を混ぜると明るい色になる。 

減法（減算）混色 混合するほど暗い色になること。 

加法（加算）混色 混合するほど明るい色になること。 

明度対比 明度の違う２つの色を配色したとき、隣接する色の影響を受けて明るいほ

うはより明るく、暗いほうはより暗く見えること。 

彩度対比 同じ彩度の色でも隣接する色の彩度が高ければ濁って感じ、低ければ鮮や

かに感じること。 

色相対比 ある色の色相が、隣接する色相の影響を受けて異なって見えること。 

補色対比 補色関係にある２色を接して並べると、お互いの色の彩度が高く見えるこ

と。 

膨張色 実際の面積より大きく見える色。 

収縮色 実際の面積より小さく見える色。 

進出色 近くに飛び出して見える色。明度が高い。 

後退色 遠くに引っ込んで見える色。明度が低い。 
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＜お話一覧＞ 

日本の作者 

作 者 作  品 

安西水丸 「がたん ごとん がたん ごとん」 「りんごりんごりんごりんごりんご

りんご」 

かがくいひろし 「だるまさんが」 「おしくら・まんじゅう」 「おふとんかけたら」 

かこさとし 「からすのパンやさん」 「だるまちゃんとてんぐちゃん」 「はははのはな

し」 

五味太郎 「ゆびくん」 「たべたのだあれ」 「きんぎょがにげた」 「ぽぽぽぽぽぽ」 

「さる・るるる」 

せなけいこ 「ねないこだれだ」 「もじゃもじゃ」 「いやだいやだ」 「あーんあん」 

「めがねうさぎ」 「おばけのてんぷら」 「ふうせんねこ」 

谷川俊太郎 「ひとあし ひとあし」 「もこもこもこ」 「これはのみのぴこ」 

長新太 「キャベツくん」 「ぼくのくれよん」 「ころころにゃーん」 

「へんてこ へんてこ」 「おなら」 

なかえよしを ねずみくんシリーズ （「ねずみくんのチョッキ」など） 

中川李枝子 「ぐりとぐら」 「いやいやえん」 「そらいろのたね」 

新美南吉 「ごんぎつね」 「手ぶくろを買いに」 「あかいろうそく」 

にしまきかやこ 「わたしのワンピース」 「まこちゃんのおたんじょうび」 

林明子 「おつきさまこんばんは」 「はじめてのおつかい」 「こんとあき」 

「とんことり」 

ふるたたるひ 「ロボット・カミイ」 「大きい１年生と小さな２年生」 

「おしいれのぼうけん」（たばたせいいち共著） 

 

外国の作者 

作 者 作  品 

エリック・カール 「はらぺこあおむし」 「できるかな あたまからつまさきまで」 

「パパ、お月さまとって！」 

ディック・ブルーナ 

 

「ちいさなうさこちゃん」（ミッフィーシリーズ）「ふしぎなたまご」 

「ちいさなさかな」 

モーリス・センダック 「かいじゅうたちのいるところ」 「ふふふんへへへんぽん！」 

「まよなかのだいどころ」 

ルース・スタイルス・ 

ガネット 

「エルマーのぼうけん」 

レオ・レオニ 「ひとあし ひとあし」 「あおくんときいろちゃん」 「スイミー」 

「フレデリック」 「じぶんだけのいろ」 
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昔話 

作 者 作  品 

ロシア民話 「おおきなかぶ」 「イワンのばか」 「かえるの王女」 

ノルウェー民話 「３びきのやぎのがらがらどん」 

モンゴル民話 「スーホの白い馬」 「いしになったかりゅうど」 

ウクライナ民話 「てぶくろ」 

イギリス民話 「３びきのこぶた」 「ジャックと豆の木」 

日本民話 「ももたろう」 「おむすびころりん」 「ふるやのもり」 

「わらしべ長者」 「こぶとりじいさん」 「花咲じじい」 

「つるの恩返し」 

イソップ童話 「ウサギとカメ」 「ありとはと」 「すっぱいぶどう」 

「王様の耳はロバの耳」 「田舎のねずみと町のねずみ」 

グリム童話 「ヘンゼルとグレーテル」 「赤ずきん」 「シンデレラ」 

「ブレーメンの音楽隊」 「いばら姫」 「おおかみと７ひきのこやぎ」 

 

 

＜音楽標語＞ 

速度標語 

記号 意味 

Grave（グラーベ） 荘重にゆっくりと 

Largo（ラルゴ） 幅広くゆっくりと 

Lento（レント） 静かにゆるやかに 

Adagio（アダージョ） ゆったりと 

Andante（アンダンテ） 歩くような速さで 

Andantino（アンダンティーノ） アンダンテよりやや速く 

Moderato（モデラート） 中くらいの速さで 

Allegretto（アレグレット） やや快速に 

Allegro（アレグロ） 快速に 

Vivo（ビーボ） 元気に速く 

Vivace（ビバーチェ） 活発に 

Presto（プレスト） 急速に 

Allargando（アラルガンド） 強くしながらだんだん遅く 

Smorzando（スモルツァンド） 弱くしながらだんだん遅く 

rit.（ritardando）（リタルダンド） だんだん遅く 
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riten.（ritenuto）（リテヌート） 急に遅く 

rall.（rallentando）（ラレンタンド） だんだんゆるやかに 

meno mosso（メノ モッソ） 今までより遅く 

più mosso（ピウ モッソ） 今までより速く 

accel.（accelerando）（アッチェレランド） だんだん速く 

tempo primo（テンポ プリモ） 曲の最初の速さで 

a tempo（ア テンポ） もとの速さで 

tempo rubato（テンポ ルバート） 自由な速さで 

ad lib.（ad libitum）（アド リビトゥム）   速度を自由に 

 

 

強弱記号 

記号 意味 

pp （ピアニッシモ） とても弱く 

p （ピアノ） 弱く 

mp （メゾピアノ） やや弱く 

mf （メゾフォルテ） やや強く 

f （フォルテ） 強く 

ff （フォルテッシモ） とても強く 

sf  sfz （スフォルツァンド） 特に強く 

cresc. crescendo（クレッシェンド） だんだん強く 

decresc.  decrescendo （デクレッシェンド） だんだん弱く 

dim.（ディミヌエンド） だんだん弱く 

 

 

速度標語や強弱記号につけるもの 

記号 意味 

poco （ポコ） 少し 

poco a poco （ポコ ア ポコ） 少しずつ 

più （ピウ） さらに、今までより多く 

sempre （センプレ） 常に 

Molto （モルト） もっと、とても 

meno （メノ） 今までより少なく 
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曲想標語 

記号 意味 

a cappella （ア カペラ） 教会風に無伴奏で 

aerpeggio （アルペジオ） 和音を通常下から順次に奏する 

agitato （アジタート） 激しく 

alla marca （アラ マルカ） 行進曲風に 

amabile （アマービレ） 愛らしく 

animato （アニマート） 生き生きと 

appassionato （アパッシオナート） 熱情的に 

brillante （ブリランテ） はなやかに 

cantabile （カンタービレ） 歌うように 

con brio （コン ブリオ） 生き生きと 

con moto コン モート） 勢いをつけて 

comodo（commodo）（コモド） おだやかに、適宜に 

con spirito （コン スピリート） 精神をこめて 

dolce （ドルチェ） 柔らかに 

elegante（エレガンテ） 上品に 

espressivo（エスプレッシーボ） 表情豊かに 

glissando（グリッサンド） 二音間を滑るように 

grazioso（グラツィオーソ） 優美に 

legato（レガート） なめらかに 

leggiero（レジェーロ） 軽快に 

maestoso（マエストロ） 威厳をもって 

marcato（マルカート） 1 音ずつはっきり強く 

ｍarciale （マルチアーレ） 行進曲風に 

pastorale（パストラーレ） 牧歌風に 

scherzando（スケルツァンド） おどけて 

semplice（センプリーチェ） 単純に 

tenuto（テヌート） 音の長さを十分保って 

tranquillo（トランクイッロ） 静かに 

 

 

 

いけるいける！丁寧に解くのよ！！ 


