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Violin〜ヴァイオリン〜 
 

１．楽器紹介 

 おそらくオーケストラで使用される楽器の中で最も有名なもののひとつでしょう。4 本の弦

を左手で押さえて音程をつくり、右手で馬のしっぽの毛を張った弓で弦をこすって演奏します。

弦楽器（ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス）の中で一番小さくて一番高い音が

でます。オーケストラでは通常ヴァイオリンは 1st（ストバイ）、2nd（セコバイ）の２つのパ

ートに分かれます。1st は主にメロディーを担当し、オーケストラの中心を担っています。2nd
に比べ高音で、高度な技術を要求されることもありますが、旋律を弾くことができるという大

きな魅力があります。2nd は 1st のメロディーにハモったり、1 オクターヴ下で支えたり、リ

ズムを刻んだり、時には主旋律を奏でたりと、役割は多彩です。東大オケでは、1st と 2nd は

演奏会ごとに交代するので、どちらの楽しさも味わうことができます。 
  
２．練習について 

月 全奏 本郷 17:00〜21:00 オーケストラ全体での練習。本番を振る指揮者

の先生が、実際に振ります。 

水 パート練 駒場 18:00〜21:00 ヴァイオリンパートのみで練習します。通常は

1st と 2nd に分かれて教室などで練習します。 

木 弦分奏 本郷 17:00〜21:00 弦楽器のみで練習します。毎回様々なプロの弦

楽器奏者の先生に練習を見ていただきます。 

※この他、上級生と下級生がペアを組んで練習する、個人分奏という練習もあります。  

 
３．パート事情・募集について 
 現在のヴァイオリンパートは、19 が 13 人（男 9 人・女 4 人）、20 が 13 人（男 8 人・女 5
人）、21 が 11 人（男 6 人・女 5 人）となっています。かなりの個性派集団であり、経験も様々

です。 
※19、20、21 というのは楽年といって、入団年度を表しています。皆さんが入団すれば、22
ということになります。 
人数は 12 から 16 人程度を考えていますが、経験の有無は問いません。大学に入って楽器をや

ってみたい人、大募集です。必要なのはやる気だけです。個人楽器を持ってない人には学校楽

器を貸し出します。また、レッスンの先生の紹介も行っています。 ヴァイオリンを弾きたいあ

なた、東京大学音楽部管弦楽団はあなたが入団し、いっしょに演奏できる日を心よりお待ちし

ています。 
19Vn 松村 駿一 
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Viola ～ヴィオラ～ 
 

◎ヴィオラってなに？  
ヴィオラはヴァイオリンによく似た楽器で 、ヴァイオリンよりも少し大きく、音域も 5 度低

いドの音まで出すことが出来ます。ただ、それだけの楽器ではありません。出る音色、響きは

ヴァイオリンとはまったく別物、オーケストラの中の仕事もまったく別物！基本的にはメロデ

ィをヴァイオリンやチェロに任せて、ヴィオラの深く渋い音色を生かして伴奏するのが仕事で

す。ベートーヴェンでは熱く音を刻み、ブラームスやドヴォルジャークではメロディに寄り添

うような対旋律… そして、1 曲に 1，2 回しか回ってこないメロディに命を賭ける！ 
そんな楽器です。熱いです。  
 
◎練習はいつやってるの？  
月曜日：17:00～21:00 全奏＠本郷 オーケストラ全体での練習。  
木曜日：17:00～21:00 分奏＠本郷 弦楽器全体での練習。  
土曜日：10:00～13:00 パート練＠駒場 ヴィオラパートのみで練習。  
この他に、個人分奏（パートの先輩が優しく教えます）やレッスン（団で先生を紹介します）

があります。個人練習は、本郷の二食ホールや駒場の学生会館 214 号室（音楽練習室）でする

メンバーが多いです。 
 
◎どんなメンバーがいるの？  
四年生 6 人、三年生 4 人、二年生 4 人の 14 人が現在のメンバーです。 
男の子 8 人、女の子 6 人。 最近女性社会になりつつあります。 
入団当時の楽器経験は、弦楽器初心者が 5 人、経験者が 9 人。  
ヴィオラパートはとてもまったりとしたパートです。アットホームな雰囲気で、毎年クリスマ

スパーティーをしたり、皆で企画して旅行に行ったりすることもあります。他のパートの人と

もよく飲んだりしているようです。日々楽しみながら、練習に精を出しております。  
 
◎楽器やったことないけど大丈夫かな…？  
楽器経験の有無は問いません。初心者から始めた場合でもレッスンで先生に見てもらったり、

個人分奏で先輩にいろいろアドバイスをもらえたりと、楽器を 1 から始めるのにいい環境が東

大オケ全体にありますし、ヴィオラはヴァイオリンのように極端なハイポジションや早回しな

どの難しい技術が必須ではないので馴染みやすいと思います。 
もちろん経験者も大歓迎。一緒に熱い音楽をつくってみませんか！  
 

◎最後に…  
文中で何度も何度も比較して…ヴァイオリンの人ごめんなさい。 
別に恨みとかはありません＞＜ 
今年の募集人数は 5 人です。ヴィオラパート一同お待ちしています！  

19Va 岩本 巧  
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Violoncello〜チェロ〜 
  

 
1．cello＆チェロパートって？？ 
☆チェロはオーケストラの中でも、メロディーから伴奏まで、本当にいろいろな役割を受

け持つ、とってもおいしい弦楽器です。 
☆さらに、チェロは、音色がとっても魅力的なので、やみつきになります★ 
☆現在は、4 年生（♂5 人♀1 人）、3 年生（♂2 人♀1 人）、2 年生（♂2 人♀1人）、計 12
人のパートです。 

☆チェロパートでは、チェロに興味のある人、音楽の好きな人を大歓迎します♪  
 
2．練習は・・？？ 
☆チェロパートの練習は↓↓ 
曜日 通称 場所 時間 

月 全奏 本郷 17:00～21:00 

※オーケストラ全体で合奏します。演奏会で実際に指揮をして頂く先生の指揮で練習します。 

木 弦分奏 本郷 17:00～21:00 

※弦楽器のみで練習します。毎回様々なプロの弦楽器奏者の先生に練習を見て頂きます。          

金 パート練習 駒場 18:00～21:00 

※チェロパートのみで練習します。 

  
3．パート事情＆募集人数は・・？？ 
☆楽器経験の有無はまったく問いません。募集人数は 4 名程度です。 
☆現在のパート員にも、私を含めて初心者だった人はたくさんいます。 
☆初心者はすぐに自分の楽器を買う必要はありません。一年間は団所有の楽器を各個人専

用のものとして使うことができます。 
☆最初の半年間は、レッスンや個人練習を中心に基礎を固め、11 月の駒場祭から演奏会に

参加します。場合によっては相談の上すぐ演奏会に参加することもできます。  

  

皆さんと一緒にチェロを演奏できるのを楽しみにしています！！  

  
                                                 19Vc 遠藤 瑞己
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コントラバス 
楽器紹介 
 大きな楽器です。全長は小さいものでも 170cm，大きいものだと 200cm 超あります。横

幅も 100cm 近くありますので，家に持って帰るのは一苦労です。まあ部室に保管できる

のでいいんですけど。 
 大きな楽器の例に漏れずコントラバスもまた低い音を担当します。どれくらい低いかと

言いますと，低すぎて実際に出ている音よりも 1 オクターヴ高い音を譜面に書かなければ

ならないくらい低いです。要するに実際に出す音は記譜よりも 1 オクターヴ低い。ピッコ

ロなんかとは真逆です。 
 そんな低い音が会場でお客様の耳に届くわけはなく，楽器の大きさゆえ早い動きには困

難が伴うので，メロディなどはほとんど回ってきません。ですが和音の最低音を担当した

り，舞曲の頭打ちをしてみたり，ダイナミクスを先導したりと重要な役目を果たします。 
 そんな楽器です。  
「ぼくのいいたいのはようするに，オーケストラの中でコントラバスは桁外れに重要な楽

器だということです。この格好からはだれもそんなこと，思ってもみないでしょうけどね。」 
（パトリック・ズュースキント著，池田信雄・山本直幸訳『コントラバス』より）  
  
今年の募集に関して 
 現在のパート員は 6 名，全員が大学からのスタートです。というわけで初心者大歓迎。

経験者の方も，未経験だけど何か楽器やりたいと考えている方もぜひ我がパートへ。募集

人数は 2 名としますが，それ以上いらっしゃった場合も応相談とします。基本的には全員

団器を使用しますので，入団の際に楽器を購入していただくことはありません。弓も一年

間は団器を貸与いたしますが，一年次終了ごろに購入（15 万円程度）していただきます。 
 練習日程ですが，月曜・木曜の 17:00-21:00 に全体および弦楽器のみでの合奏練習があ

ります。またパート練習を土曜の 9:00-12:30 に行います。さらに週一度のレッスンと上級

生による個人分奏を受けていただきますので，週の半分程度が練習日になります。ただ新

入生は下半期の駒場祭・定期演奏会からの演奏会参加となりますので，上半期はそんなに

忙しくないです。 
 レッスンに関しては，こちらから先生を紹介し，その先生のところへ通っていただくこ

とになります。  
 以上です。皆さまとともに合奏できること，心待ちにしております。 

19Cb 井野 紘太郎 
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Flute フルート 
 

 新入生のみなさん、こんにちは！フルートパート、パートリーダーの鉢村です。 

 当団には笛吹きとして輝き、成長していける場所があります。音楽以外も多彩な役職を通じて

人間的な力をトータルに伸ばすことができます。後輩たちの力になりたくてうずうずしている

先輩も、一緒に成長できる仲間も大勢います。いずれあなたを頼ってくれる後輩たちも入って

きます。 

 一生の仲間に出会い、われわれとともに大好きな音楽を作っていきませんか。 

☆募集要項☆ 

 音楽を心から愛し、仲間を想い、4 年間オケを続ける決意がある。そんなあなたを心からお待

ちしています。今年度の募集は 1 名～2 名です。（できれば二人がいいな） 

 募集人数の制限は全乗り制（一回の演奏会で一人あたり一曲以上は必ず演奏するという制度）

を守るためです。技術的なオーディションは行わず、面接で判断します。 

 なお、経験は不問です。想いがあればそれで充分。大学からフルートを始めて活躍なさった先

輩もいらっしゃいますし、どうぞご心配なく。いくらでもお力になりますよ！ 

☆現在のフルートパートの紹介☆ 

 男女比 5:1,文理比も 5:1。使用楽器はムラマツ、三響、パウエルと多彩（私の愛器はマスター

ズ）。もちろんピッコロも吹きます！平均的には 2 年生からです。詳しいことは聞いてくださ

い。 

☆入団後のお願い☆ 

①楽器 

 総銀以上の楽器をいずれ使っていただきたいとは思いますが、厳密にはこだわりません。いい

音で、いい音楽ができればそれでいいんです。いい楽器は世界を飛躍的に広げますが…ご相談

にはいくらでも応じますのでご安心を。団保有楽器の備えはありませんが個人楽器をしばらく

お貸しすることは可能です。 なお、ピッコロは団保有楽器がありますので、買わなくて大丈

夫。 

②練習日程、レッスン 

 練習日程については 15 ページをご覧ください。入団後はプロの先生のレッスンに定期的に通

ってください。いまの先生に師事し続けることはもちろん、ご自身で新しく捜していただくこ

とも、われわれからご紹介することもできます。頻度の目安は週 1～月 1 程度です。レッスン

の費用についてはパート員に聞いてください。 

では、みなさんにお会いできるのを楽しみにしています！ 

19Fl 鉢村 優 
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Oboe―オーボエ―  

１、オーボエとは 
 フルートやクラリネットに比べてややマイナーな楽器ですが、その音色は大変印象的であ

り、オーケストラでは中心的な役割を果たします。 
 遠目に見ると姿はクラリネットに似ていますが、その特徴は「ダブルリード」楽器であ

るということ。葦から作った、2 枚重ねの「リード」を楽器本体に差し込み、そこに息を

吹き入れて音を出します。  
 
２、練習日程 
 詳しくは練習日程のページをみてください。木・土の練習時には先輩も駒場に来るので、

自分で練習していて行き詰ったり、聞いて欲しいものがあったりしたら、気軽にパート員

をつかまえて相談してください。また、上達の手助けとなるよう、基礎からきちんと見て

もらえるプロの先生を紹介します。個人レッスンは、オーボエ奏者という視点から細かく

指導してもらえるという意味でオーケストラでの練習とは違った勉強になるので、月一回

ほど先生にレッスンを受けに行くことをお勧めしています。  
 
３、楽器購入について 
 団所有の楽器があるのでさしあたり心配はいりません。ただ、(学校の楽器では満足がい

かなくなってきて)一年生の駒場祭までには自分の楽器を購入する人が多いです。値段は安

くありませんが、大学を出た後にも使える一生の財産です。  
 
４、募集人数について 
 募集人数は二人です。が、希望者多数でも技術的なセレクションはありません。４年間

続けてくれると約束できる人を募集します。オーボエを吹いたことのある人、音楽・クラ

シックに興味のある人、ひとを感動させたい人、何かにハマってみたい人、大歓迎！楽器

を持っていない初心者でも大歓迎です！  
 
５、まとめ 
 現在パート員は五名でバランスよく（男二名女三名）構成されており、性別で気まずい

思いをすることはありません(笑)。まずは気軽にのぞきに来てみて下さい。 
 

19Ob 長谷川 祐平 
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Clarinet〜クラリネット〜 

♪クラリネットとは？ 

 『パパからもらったクラ〜リネット』でお馴染みのクラリネットは、今から約 250 年前にド

イツとフランスで開発された比較的新しい楽器です。構造が単純で演奏しやすい上、人間の声

に似た優しい音色と 4 オクターブという幅広い音域を持つため、オーケストラでは巧妙なソロ

から美しいハーモニーまで、さまざまな充実した役割が与えられています。 

 
♪新入生募集について 

クラリネットパートは、新入生 2 名を募集します。クラリネットの経験は問いませんが、今後

オケで音楽活動をしていく上で必要な音楽的基礎知識（譜読み）は欲しいです。初心者・経験

者を問わず、オーケストラに向いている or クラリネット・音楽が好きでたまらないという熱意

が伝わってくる方に入部していただきたいと思います。 
 

《条件》 

 当パートに入るためには以下の条件をクリアしていただく必要があります。 
 

・毎週 1 回レッスンに通う。(月謝は 1 万円です。)  

 当パートは全員同じ先生のレッスンを受けています。先生は、初心者・経験者問わず基礎か

ら丁寧に指導してくださり、またクラシック音楽のあらゆる面に造詣が深く、大変信頼できる

方です。この先生の門下生は「葦の会」に所属し、毎年 1 回すばらしいホールで発表会を行っ

ています。そこではかなり上の OB・OG の方々と交流することもでき、年々パートとしての

結束力を高めています。 
 

・2 年生の五月祭に間に合うように自分の楽器を購入する。  

 クラリネットは、オーケストラでは B 管・A 管の 2 本を使います。すでに自分の楽器を持っ

ている方は買い替える必要はありませんが、現パート員はほぼ全員 Buffet Crampon 社の R-13
か RC という機種の楽器を使用しています。今後のためを考えると合わせた方が良いと思いま

す。価格はそれぞれ 30 万円程度です。レッスンの先生が楽器を選定してくださり、さらに割

引で購入できます。自分の楽器を持っておらず、すぐには購入の都合のつかない方にも、団所

有の楽器（B 管・A 管各 1 本）をお貸しすることができます。 
 

・サークルではなく部活を 4 年間全うする意思がある。  

 3 年生までのサークルも多いと思いますが、当団は 4 年生の 1 月に引退です。 

 
♪さいごに 

 現パート員は、4 年生 1 名、3 年生 2 名、2 年生 2 名（♂：♀＝2：3、文系：理系＝4：1）の

計 5 名です。一同、あなたの入部を心からお待ちしています。少しでも興味をもったら、ぜひ

先輩と話をしたり練習を見学に来てみてください。 
 

19Cl 藤下 秀顕  
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Fagott 

1.楽器紹介 
 こんにちは、ファゴットパートです！ 
 ファゴットという楽器を知っていますか？私は初対面の人と話すと、「部活何やってるの？」

「オーケストラです」「楽器は？」「ファゴットです」「何？ぱごっと？？」みたいなやり取り

がかなりの頻度で起こります。…つまり、はっきり言ってマイナーな楽器です。でも、とって

も魅力的な楽器です！ファゴットは木管楽器の一種で、楓の木でできています。二枚に組み合

わされたリードを用いて音を出しますが、その音色は豊かな低音から鼻にかかったような高音

まで、幅広い表現力をもちます。吹奏楽ではオプション楽器とされてしまうことも多いですが、

オーケストラでは全体を支える低音からソロまで幅広い活躍をします。 
 私たちと一緒にオーケストラでファゴットを吹きませんか？初心者でも、もちろん経験者も

大歓迎です♪  
 
2.練習日程 
 全体練習と木管分奏については割愛します。他ページを参照してください。 
 また、当団木管トレーナーの井料先生に個人レッスンを受けていただきます。お金について、

頻度についてはパート員にお尋ねください。  
 
3.楽器購入について 
 最初の 1 年は団所有の楽器を使ってもらえるのですが、2 年生になる頃を目途に自分の楽器

を買っていただきます。新品だと 70～80 万程度かと思います。  
 
4.募集人数 
 今年は新入生を定員 2 名で募集します。  
 
5.最後に 
 現在パート員は、4 年♀経験者×2、3 年♂初心者、2 年♂初心者、2 年♂経験者の 5 人で楽

しくやっています。来年は♀絶滅の可能性があるので♀入ってほしいなあなんて…。もちろん性別、経験、楽

器の所有その他問わず大歓迎します！！！！！何か聞きたいことがあったらお気軽にパート

員に聞いてください♪ 

19Fg 芝原 恭子 
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Horn〜ホルン〜 

 
 １．楽器紹介 

 皆さんホルンをご存知ですか？そう、あのカタツムリみたいな楽器です。 

 ホルンは、ぱっと見こそ地味でも、オーケストラで最もおいしいパートのひとつなんです

ね。吹奏楽とはまた一味違う役割を担っています。オーボエとともに最も難しい楽器とし

てギネスブックに載っている楽器でもあるのですが、幾多の舞台を乗り越え、木管楽器の

ような柔らかい音、勇壮な凛々しい音…etc のように様々な音色の吹き分けができるよう

になると、表情が大変豊かに表現できる奥の深ーい楽器です！！  

２．練習日程 

◆毎週月曜・木曜…全奏または金管分奏があります。1 年生の間は駒場祭以外乗り番がないの

で、本郷で先輩と一緒に基礎練習をします。 

◆土日…乗り番がある期間については、不定期にパート練習や自主分奏（先生なしの金管分奏）

が入ります。両方合わせて月 3 回前後です。不定期とはいっても予定はかなり前に決定・連絡

されるので、オケ以外のこととの両立も可能です！ 

◆レッスンについて…東大オケでは武蔵野音大講師の須山芳博先生を紹介しています。1 回 1
時間 5000 円です。月に 1 回が目安ですが、日程は自分の都合に合わせて決めることができま

す。須山先生はオケの合宿にもよく来て下さるので、合宿期間中に無料でレッスンを受けるこ

とも可能です。  

３．楽器購入について 

 1 年生の間は団の楽器を使うことができますが、2 年生になるまでには自分の楽器を購入し

てもらうことになります。現役団員が使っている楽器は 30～40 万円程度です。  

４．募集人数 

 3 名募集します。ただし団の楽器が 2 台しかないので、楽器を持っていない人は 2 名までと

なります。  

 皆さんと美しいハーモニーを奏でることを現役一同心待ちにしています♪ 

19Hr 石川 晴菜  
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Trumpet 〜トランペット〜  

 パート構成 
 東大オケトランペットパートは、現在 19・20・21 各 2 名の 6 人で構成されています。うち

5 名は大学以前からの長期経験者、1 名は大学から本格的に始めています。♂5・♀1 の個性豊

かな 6 名です！  
 募集要項   原則２名を上限にパート員を募集します。 
 経験の有無は問いません。初心者の場合人一倍の練習と努力が必要になることは確かですが、

練習環境は指導者、設備の面で充実しているので、初心者に限らず本人のやる気次第です！ 
 募集人数は 1～2 名ですが、最大 3 名まで可です。4 名以上入部希望者がいた場合は、申し訳

ありませんがパート員と入部希望者間で相談をしたうえで 2 名に絞らせていただきます。判断

基準は楽器の演奏能力ではなく、4 年間部活を続けられるかと、練習への意気込みです！  
 
 学校楽器について 
 通常の B♭管 Trp.を原則 1 年をメドに各自購入をお願いしています。額としては 20～30 万の

物を購入する人が多いようです。楽器購入の無いパートを除けばオケ内最安値の楽器です！で

すが、少なくとも 1 年間は団の楽器をお貸しできるのでご安心を！！  
 
レッスンについて 
 Trp.パートのメンバーには曽我部清典先生という方を紹介致します。現在パート員の多くは

この曽我部先生のもとにレッスンに通っています。また、他の先生にレッスンを受けているパ

ート員もいます。Trp.パートではレッスンは強制ではありませんが、受けることを強く推奨し

ます。通うペースなどは先生と各自相談という形ですが、大抵は 1 ヶ月に 1 回程度が目安にな

ります。レッスン料は 1 回 6000 円です。  
 
 東大オケならではの Trp.パートの売り 
 様々な Trp.を演奏できる!! 
 団所有の楽器にロータリートランペットなど特殊な楽器もそろっています。特にロータリー

はシャガールというプロも使っている一流楽器があります！こうした楽器を演奏できる機会

があるのでは学内で東大オケだけです！  
 その他質問などありましたら、勧誘テントやサークルオリ、または

widen-stream@ezweb.ne.jp（猪尾） までお気軽にご連絡下さい!!   
 

19Trp 猪尾 祥一 

 
  

mailto:do_my_best_trumpet@yahoo.co.jp
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♬トロンボーンパート♬  
対談☆パート紹介  
榎本 : 司会の 19Trb 榎本です。本日はトロンボーン 4 年生 3 人による対談形式でパート紹介をします。

では田久保さん、そもそも「トロンボーン」とはどんな楽器なのでしょうか？ 

田久保 : 中低音を担当する金管楽器で、スライドの伸縮によって音を変えます。そして美しいハーモニ

ーを奏でます。オーケストラでは通常はテナートロンボーン 2 人とバストロンボーン 1 人で演奏します

が、古い時代の曲では一回り小さなアルトトロンボーンを使用することもあります。この楽器の魅力は和

音がバッチリはまったときや、長い休みの後に来るこれ以上ないほどおいしい出番でオケを支配するとき

の快感、といったところにあると思います。 

榎本 : まさにその通りですね！なお、当パートでは OB を交えてアンサンブル発表会を行う「東京大学

トロンボーンクラブ（TTC）」（10 月）や、ピアノ伴奏によるソロ発表会（12 月）、他大学と合同での

金管アンサンブル発表会（4 月）などの活動をしています。では岩城さん、練習について教えて下さい。 

岩城 : お答えします！この図をご覧下さい。 
 

 

上記のように、月曜にオケ全体の合奏、木曜に金管だけの分奏があります（どちらも練習場所は本郷です）。

1 年生のうちはオケに乗るのは駒場祭のみですが、金管では月･木の練習の裏で「降り番部屋」という基

礎練習を通年でやっており、毎週この練習に参加してもらいます。他にも不定期に金管自主分奏やパート

練習を行っています。また 5 月～10 月までは TTC の練習が、主に土・日の午前を利用して行われます。

個人レッスンについてですが、現在のパート員は先生に月 1 回程度見てもらっています。上達への近道な

ので 1 年生にも通ってもらいますが、もし既に通っている先生がいれば、そちらを続けてもかまいません。 

榎本 : ありがとうございます。では田久保さん、ここで募集要項について教えてもらえますか？ 

田久保 : はい、今年度の募集人員についてですが、テナートロンボーン 1 名、バストロンボーン 1 名と

なります。募集にあたって、経験の有無、個人楽器の有無は問いません。過去には初心者から始めて名手

になった先輩もいます。入団資格はただ一つ、「東大オケのトロンボーンパートとして、4 年間続けて、

上達するやる気があること」です。「これまでの経験」以上に、「これからの成長」を重視します。希望

者多数の場合は、こうした観点から判断して（不本意ながら）絞らせていただくことになりますのでご了

承ください。技術によるオーディションなどを行う予定はありません。 

榎本 : そうですね、なお学校楽器はテナー・バスともに 1 台ずつあるので、個人楽器を持っていない場

合はお貸ししますが、2 年生にあがるまでに楽器を買って頂きます。相場は 25〜50 万円といったところ

でしょうか。では、最後に岩城さん、パート内の雰囲気などについて教えて下さい。 

岩城 : はい、お答えします！現在、当パートはテナートロンボーン 4 人、バストロンボーン 2 人で構成

されています。うち 3 人は 19（4 年生）、2 人は 20（3 年生）、1 人（2 年生）です。時には厳しいです

が、基本的にアットホームな雰囲気で、パート内の結束力は堅いですね。去年は鍋会を開催したり笑。 

榎本 : 合宿での芸にも力を入れるパートでもありますね笑。それではパート員一同、みなさんと一緒に

演奏できるのを楽しみにしています！他に聞きたいことがあれば遠慮なく質問して下さいね。  
 19Trb 榎本 智明 

月 火 水 木 金 
全奏（17 時～21 時） ※ ※ 分奏（17 時～21 時） ※ 
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Tuba 
1.楽器紹介 
 

Tub というのは、金管楽器の中で最も大きい楽器です。従って、低音域であって、コントラ

バスパートと共にオーケストラの土台を築く役割を果たしています。時にはソリスティックな

動きで魅了することもあります。 
以上が一般論でありますが、楽曲中の主な仕事というのは数えると言うことになります。どう

いう事かというと、チューバパートは概して出番が少なく、ちょっと吹いたと思ったら百小節

休み、といったことが往々にしてあるのです。 
こうやって言うと、つまらないパートのように思われるかも知れませんが、それは違います。

現行の東大オケの制度から、チューバパートは三年に一人程度しか入部させることが出来ず、

在部中ほぼすべての譜面を自分が担当することになるのです。その量たるや、想像を遙かに超

えます。そのために、ひとつひとつの曲での充実度が低くとも、それは数によってカヴァーす

ることが出来るのです。そして、今年はちょうどその、三年に一度のチャンスの年であります。 
少しでも興味がありましたら、お気軽に団員までご相談ください。 
 
2.練習日程 

Tub パートの練習日程は、金管のものに準じます。パート練習といっても、上述の通り一人

しかパート員が居ないため、トロンボーンパートとの合同練習になります。 
レッスンは例年、丸山潤先生にお願いしています。回数は個人にまかせられており、一回 5000 
円程度の費用がかかります。 
 
3.楽器購入について 
楽器を購入する必要はありません。実際に現パート員も購入しておりません。 

 
4.募集人数 
募集人数は一名です。初心者、経験者は問いません。実際に私も大学に入って Tub を始めま

した。 
条件は四年間続けられることです。他の管楽器にしてもそうですが、Tub は特にパート員が

一人しかいないため、途中で辞められてしまうと補填が出来ません。のっぴきならぬ事情等有

れば、相談に応じます。 
 
5.その他 
参考までに、パートについての情報、利点を記しておきます。 

•男女比 1:0 
•文理比 0:1 
•ほぼすべての曲決めに深く関わることが出来る 
•筋肉がつく 
•度胸がつく 
•振動に強くなる 
•低音に敏感になる 

パート紹介は以上です。今年度の入部者がいないと私が大変なことになってしまいます。少

しでも興味がありましたら、お気軽に声をおかけください。                           
19Tub 鈴木 惇也
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Percussion〜パーカッション〜  

 

♪パーカッションパートにようこそ！！ 
・楽器紹介～パーカッションとは～ 
 パーカッションとは、一口にいえば打楽器です。叩いたり、打ったり、振ったりして音を出す楽器で

す。ティンパニをはじめとして、小太鼓、シンバル、トライアングル、木琴、鉄琴など、ほんとにたくさ

んの楽器があります。マラカス、鈴、そしてオケで使われることはまずないですが、お坊さんの木魚だっ

て打楽器です。オケのなかでは、管弦楽器のようにメロディを担当することはありますし、ここぞという

決めの一発をかましたり、リズムを作り出したり強調したりします。オケの超重要なパートなんです!! 
 打楽器の中でも最も有名なティンパニについて少し紹介します♪ティンパニストは舞台の後ろのほうで

どっかり構えて大きな音を出しています。オケの中で最も低い音、そして最も大きな音を鳴らすことによ

って、オケ全体を支えているのです。しかもただ大きな音を出すだけじゃなくて、リズムの中核をコント

ロールしたり、かたや小さな音でこれまたオケ全体を取り仕切ったりしているのです。指揮者と同じくら

い偉いんです！オケの 3 割は打楽器奏者によって決まるとも言われています!! 
・練習日程 
 東大オケの中でも実においしい思いができるパーカッションパートは、練習は基本的に週に一回、月曜
か木曜の 17 時から 21 時の全奏のみです。他のパートがやっている分奏はありません。(時々弦分奏に参
加することはあります。) 必要な時、みんなで集まってパート練習をします。日程は皆で予定を照らし
合わせて決めるので、オケ以外の用事がある人も大丈夫☆あとは自分の好きな時にときに部室に行って練
習するだけ♪レッスンはありません。必要なことは全奏のときに先輩とトレーナーが全部ばっちり教えま
す!! 
・東大オケのすごすぎるトレーナー 
 全奏や合宿のときに教えてくださるトレーナーは、大塚敬子先生。おけいさんって呼ばれています。ウ
ィーン放送交響楽団で 20 年以上も打楽器奏者としてつとめあげたプロです。誰もが知ってるものすごく
すごい先生です。(19 打楽器はおけいさんに習うために東大に入ったとか…)練習の時もおけいさんがなに
か叩くと、みんな振り返るほどです。おけいさんは、とてもおしゃべりで、コーヒーとかもおごってくれ
る優しい先生です。仲良し打楽器パートはよくおけいさんとトンカツを食べに行きます。その頻度は練習
より多いというウワサも…笑 こんなすごい先生がほぼ毎回の全奏に教えに来て下さる東大オケ打楽器
パートは本当に幸せ者です!!おけいさんに教えてもらえるだけでも東大オケに入る価値がありますよ!!!! 
・募集・楽器について 
 1 名募集します。経験は問いません。現在は 19、20、21 がひとりずついます。楽器を新たに購入する必
要はまったくありません！東大オケの打楽器は、学生オーケストラにしては珍しくかなり充実しています
☆とってもいい楽器がたくさん揃っていますし、足りないときはおけいさんがすごい楽器を貸してくれま
す！ 
・入団したら… 
 入団すると早速何か叩いてもらうことになります。初心者・経験者問わず、五月祭が最初の本番となり
ます。つまり初心者でも 1 ヶ月で舞台に乗れるんです！しかもサマーコンサートにも乗れちゃいます！し
かもまさかの全曲です！(笑)こんな出番が充実しているパートは正直打楽器だけ！音楽を全くやったこ
とがない人も、他の楽器をやってきた人も、経験者でも、オケでパーカッションをやってきてこれからも
やっていこうという人も、吹奏楽でやってたけどちょっと違う世界を経験してみたいという人も、是非一
緒に東大オケでタイコを叩きましょう！是非パート員をつかまえて気軽に話を聞いてみてください☆ 
 というわけで、みなさんぜひ、パーカッションパートへ来てください♪  
 (東京大学管弦打楽団のみんなより） 


