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１．団員からのメッセージ 
 

オケ出身でない音楽経験者の方へ 
 

この章を読んでいる人は、既に何らかの楽器をオケではなく個人で何年か経験していることと

思います。ですからソロで演奏する楽しみは十分知っているでしょう。 

ではオケの楽しみってなんでしょうか。 
なんでわざわざ大学に入ってまであんなダンタイコウドウを喜々としてするのでしょうか。 

私は自分で自由に演奏したいからオケはやだ！･･････なんて思っていませんか？ 

俺は時間に縛られるのはヤなんだよねぇ。･･････なんて思っていませんか？ 

オケをやっているとソロ曲をさらう暇がなくなるし～。･･････なんて思っていませんか？ 

もったいないですねぇ、非常にもったいない。 

オケに入ってもソロの曲は十分やれます。 
先輩方が実証済です。ほとんどの先輩がレッスンに通ってソロの曲をやっています。 

時間的不安もあるかもしれませんが、むしろ忙しいくらいのほうが充実した大学生活を送れま

す。 

またオケを経験することはソロの演奏に大きな影響を及ぼします。 

音楽に対する理解が深まりますし、音楽の幅が広がります。 

なによりも音楽の楽しさや魅力を再発見できます。 

オケでは自分の感じたように演奏できないということはありません。 
もちろんオケではソロと違ってひとつの曲を多く人間で作り上げます。 

全員の奏でる音が空中で合わさって、一人で奏でるよりもずっとスケールの大きい、 

それでいて調和のとれたひとつの音楽が出来上がります。 

しかし、このことは全員が同じ演奏をすることと同義ではありません。 

みんなが根本のところでは共通の観念を持ちながらも、細部においては各々の感じ方で演奏し、

結果的にひとつの音楽が出来上がることが理想です。 

あなたの感性が東大オケの演奏に反映されるのです。 

オケに入ることで多くの音楽好きと知り合えます。 
いろんな人がいます。いい人、面白い人多いです。 

なかにはものすごく演奏の上手い人や、音楽的な知識の深い人がいて刺激を受けられます。 

大学生活の充実度は出会った人間の数に比例する、と言っても過言ではないかもしれません。 

その点でもオケは最適です。 

東大オケは手作りです。(ある先輩の言葉より) 
手作りゆえの大変さは当然あります。 

けれどみんなで音楽を、コンサートを作っていく楽しみは格別なものがあります。 

それはソロだけでは決して味わえない、オケの楽しみです。 

東大オケに入ることで間違いなく音楽が楽しめます。 

皆さんと一緒に音楽できることを楽しみにしています。 

 
               21Vn 常田 俊太郎 
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吹奏楽出身の方へ 
 
 ようこそオーケストラへ！ 吹奏楽出身の皆さんの中には、大学で吹奏楽とオケ、どっちを

やろうか迷っている方も多いと思います。そんな方のために、オーケストラと吹奏楽の違いを、

東大オケを 1 年間・吹奏楽を 8 年間経験した者の立場から述べようと思います。 
 第一に、オケにはコンクールがありません。真夏に部員一丸となって取り組む吹奏楽コンク

ール、青春ですね！コンクールがないと熱くなれなくてつまんないと思っていませんか？いえ

いえ真逆です。東大オケは一年中、コンクール並みに熱いです！どの演奏会でも最高の音楽を

聴客の皆様に届けよう、その思いでいつも熱く真剣に音楽に取り組んでいます。全員の思いが

本番の舞台で一つに結集する様はコンクール以上に圧巻です。 
 第二に、オケでは奏者の役割が違います。吹奏楽では、Trp や Fl は別としてソロを吹くこと

はそれほど多くはありませんよね。対照的に、オケの管楽器は各々がソリストです。コントラ

バスは仲間が増えて低音の要となり、打楽器は単なる伴奏ではなくオケ全体を支配する指揮者

のような役割も担います。それだけでも難易度が高いですが、そこに弦とのアンサンブルも加

わります。東大オケは弦のクオリティが非常に高く、管打はそれにきちんと応えなければなり

ません。さらにオケでは吹奏楽と比べてより広いダイナミクス、より豊かで多彩な表現を要求

されます。決して楽な環境ではありませんが、この中で練習していくことによって徐々に技術

が磨かれていきます。上達するほどに音楽の楽しさは増えます。ハイクオリティの音楽を演奏

するのって快感です！ 
 ちょっと不安がらせてしまったかもしれませんね。でも心配は無用！トレーナーの先生方が

しっかり指導してくださいます。師の存在は非常に大きいです。私は今まで独学で練習してき

て、どうやったら上達するのかいつも悩んでいましたが、Hr の師匠のもとで学んで、自分の

進むべき道がはっきり見えて安心しました。この一年間ですごく上達しましたよ♪ 
 東大オケは音楽に本気です。でも皆とても楽しんで活動しています。こんなすばらしい練習

環境が保証されているのは東大オケだけです。吹奏楽で全国大会を目指すより、他のオケでな

んとなく音楽やるより、東大オケで一緒に最高の音楽を目指しませんか？ 
                         21Hr 幸田 理恵 

 
 
 
 

他のサークルと迷っている方へ 
 

こんにちは。ご入学おめでとうございます。 
さて、この冊子をお読みの皆さんの中には「東大オケに興味はあるけど、他のサークルと迷

っている」という方も多いでしょう。僕自身も色々と迷った人なので、何か参考になる話が書

ければなあ、と思います。 
まず、「他にもやりたいことがあるんだけど・・・」という人。僕自身、書道サークルにも

所属しているのですが、意外と何とかなるものです。例えばヴァイオリンであれば月・水・木

は練習がありますが、それ以外の日はレッスンを除けば時間があります。日程さえ調整がつけ

ば両方楽しむことも十分可能です。結構「もうひとつの顔」を持つ人は多いみたいで、みんな

色々充実した生活を送っています。 
あと、他の音楽団体と迷っている方も多いでしょう。オケだけでも 4 つ。室内楽、吹奏楽・・・

選択の幅は広いです。 
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オケか室内楽か、という迷いには、是非オケをおすすめします。室内楽はオケ同士の仲間と

組んでもできるからです。確かに全体練習に参加しなければいけない等の制約や負担はありま

すが、オケもできて室内楽も出来た方が楽しい～という人を待っています！！管の方は吹奏楽

とも迷われるでしょう。正直吹奏楽のことはよく分からないので適切なアドバイスが出来ない

のですが、まあお待ちしております（笑） 
オケも東大には 4 つあります。東大オケの特長としては、唯一の学内サークルであること、

人数が多いということではないでしょうか。つまり、シケプリの調達に非常に有利です。 
冗談はさておき、「本気で音楽をやりたい！」っていう人は 2 つで迷うと思います。東大オ

ケの特徴は、学内サークルらしく、雰囲気がまったりしていること、仲が良いこと、「あいつ

よりうまくなってやる」的ないやらしい雰囲気がないことでしょう。厳しさに欠けるといえば

そうなのかもしれませんが、部活動って楽しみでやるもので、しかもそういう厳しさ抜きでこ

こまでみんなが本気になれるのってすごいと思います。 
いろいろ書きましたけれど、迷いがある方は是非団員に相談してみてください。もちろん、

東大オケに入って下さることを心から望みますが、そうでない方向の相談でも親身になって乗

ってくれると思います。紙面では伝えきれないことも多いですし。 
では、大学生活の伴侶たりうるサークルに皆さんが巡りあうことを祈って、筆をおきます。 

「その東大おけであらむことを祈る」 
21Vn 守田 啓悟 

 
 
 
 

下宿生の皆さんへ 
 
 一人暮らしを始めたばかりの皆さんにとって今は手探りの時期だと思いますが、東大オケに

は下宿生のニーズにもきちんと応えてくれる環境があると自信を持って言うことができます。 
 普段練習が終わるのは普通夜の 9 時ごろですが、そこから帰って自炊…なんて考えると本当

に鬱ですよね（；；）しかし安心してください！駒場・本郷どちらのキャンパスの周辺にも東

大オケ御用達のお店がたくさんあり、楽器を持っているだけでサービスしてもらえちゃう場合

もあります。更に更に、やさしい先輩に出くわすことができれば夕食を奢ってもらえたりもす

るのです。縦も横も仲の良い部活ですので、そうした食事の時間は本当に楽しいものです。 
 また、多くの下宿生は練習場所に困ると思います…アパートだと隣人に迷惑だしどこで練習

すればいいんだぁ（＞＜）ってな悩みも東大オケはきれいに解決してくれます。まず、本郷キ

ャンパスの二食ホールや外の廊下、また駒場キャンパスの学生会館 214 号室は常に練習スペー

スとして開放されており、好きな時に行って好きなだけ楽器を弾くことができます！練習に疲

れたらアットホームな部室でまったりすることもできちゃうんです。 
 そして何より家の鍵を開けても自分しかいないという下宿ライフは寂しいこともあるでし

ょう。私自身も一人暮らしに時に寂しさを覚えますが、そんなとき自然と足が向くのはやっぱ

り東大オケの部室です。団員同士の触れ合いがとても密な東大オケは下宿生にとってまさに

“第 2 の居場所”になること間違いなしです！ 
 この文章を読んで少しでも東大オケに興味を持っていただければこの上ない光栄でありま

す。 
 

 21Vc 斉藤 拓登 
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新しく楽器を始めたい方へ 
 
「どんな偉大な芸術家も、最初は素人だった。」 

―――ラルフ・エマーソン（19 世紀米国の哲学者、作家） 
 
 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。今、「大学から新しく楽器を始めたい」と

思ってこの文章を読んでいるあなたは、おそらく東大オケに興味を持ちながらも、はたして初

心者から始めてやっていけるのだろうか、という不安を抱いているのではないでしょうか。し

かし、結論からいえば初心者の育成に定評のある当団であれば、初心者であっても全く問題は

ありません。周りを見渡してみても、入団時初心者だったとは思えないほどに上達している人

はたくさんいます。3 年前、音楽を聴くのは大好きだったものの、全く楽器を習ったことがな

かった「ずぶの素人」の状態からコントラバスを始めた私の経験を踏まえて、皆さんの不安を

この文章の中で解消していきたいと思います。 
 もちろん新しく楽器を始めるわけですから、それなりに弾けるようになるのは大変ですし、

時間もかかります。しかし、東大オケには「個人分奏」というシステムがあり、先輩に一対一

で丁寧に指導してもらうことができますし、レッスンの先生を紹介してもらうこともできます。

また、初心者が実際に演奏するのは 11 月の駒場祭ですから、入団後の半年間にしっかりと基

礎を身につけることができます。確かに、上達のためには個人練習に十分な時間をかけること

が前提ですが、大学生になれば自由に使える時間も増えるので、うまく時間を使えば勉学やバ

イト、遊びと両立させることができるはずです。 
 楽器をやったことのない人は、音程やリズムが分からずに苦労します。楽器経験があっても、

他の人と合わせたことのない人は、周りの音を聴くことに慣れなければいけませんし、吹奏楽

出身者もオーケストラとの違いに戸惑うことがあるでしょう。しかし、「オーケストラで演奏

したい」という熱意さえあれば、オケで演奏するのに必要な技術や知識は必ず吸収できますし、

ときに辛い練習にも耐えられると思います。 
 東大オケには、十年以上も楽器をしていた上級者から初心者まで、様々なレベルの人が入団

しますが、「音楽が大好き」という点において皆同じです。レベルや経験年数に関係なく、音

楽好きな仲間と音楽を楽しもうという理念があるからこそ、東大オケには初心者が上達しやす

い環境が整っているのだと思います。 
 私も初心者としてかなり大変な思いをしましたが、そのお陰でそれなりに上達し、皆で一つ

の音楽を作り上げる喜びや感動を味わうことができました。初心者からこのオケに入ろうとし

ている皆さんにも、かけがえのない貴重な体験が待っていることでしょう。臆することはあり

ません。大学入学を機に、ぜひ新しい挑戦をしてみてください。 
文責：19Cb 森 俊朗 
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お金のことが心配な方へ 

  

東大オケに入りたい…、けど年間費が高すぎるし、どうしようと思っている人は、まぁたくさ

んいることでしょう。東大オケはサマーコンサートツアーなど演奏会がたくさんあり、当然か

かるお金も高くなってしまいます。でも、いざ入ってしまえば皆必死でバイトをして、何とか

やりくりしていくものです。今、入らないで後々後悔するより、入っちゃってお金のことは後

で頑張るというのがベストだと思います。僕のように…。僕もお金のことで相当悩みましたが、

今は入団して本当によかったと思っています。 

 この 1 年間、東大オケの中で一番お金のことで切羽詰まっていたのが、おそらく僕なので、

僕の普段の生活を少し紹介したいと思います。 

 

月曜日 授業後、本郷で部活（オケ） 

火曜日 バイト 

水曜日 バイト 収入 平均 4 万/月 

木曜日 授業後、本郷で部活（オケ） しおくり 1 万/月 

金曜日 授業後、本郷で部活（S 泳） 

土曜日 バイト or オケの練習 

日曜日 休み 

 
まぁ僕の場合、T 門 S 泳部と兼部しているため金曜日もつぶれてしまっていますが、オケだ

けなら金曜日も暇です（ただし、セクションによって他の曜日にも練習があります）。特に僕

のやっている仕事の時給が高いわけでもないですし、火曜・水曜は少しの時間しか働いていま

せんが、1 年間何とかやってきました（しおくりも 1 万でしたが…）。僕の場合は塾講師をして

いますが、他には学生会館での仕事や飲食店でのバイトなど、いろんな仕事をしている団員が

います。先輩から仕事を譲り受けたりすることもできるので、気になったら先輩に話を聞いて

みてください。たぶん誰でも何か教えてくれます。 

せっかく大学に入ったのだから、自分のやりたいことをやるために必死になるということも

大切だと思います。必死になればなんとかなるということ、それを学べるのが大学生…なんじ

ゃないかなぁ…。何とかやりくりして、やっとのことで本番を迎え、いい演奏ができたときの

喜びは、想像以上のものです（体験済）。 

東大オケの集金は演奏会ごとに少しずつの集金なので、コツコツとバイト代を積み重ねてい

けば、意外と何とかなるようになっています。また、楽器を買わなければならない人も、別に

すぐに買わなくてもよくて、1 年間は学校楽器を使えるので、安心してください。1 年間あれ

ば、絶対に間に合います。 

それでは、みなさん一緒に演奏ができるのを楽しみにしております。 

 

21Hr 吉田 礼 
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遠距離通学の方へ 
 
ここは、オケに入団して活動に打ち込みたいけれど、家が遠いのが気になる･･･という方へ

のメッセージです。遠距離通学者ならではの悩みとその対処法を 3 つに分けてご紹介します。 
1．帰宅時間について 
 おそらく一番の心配はこれでしょう。しかし、東大オケの練習場所である二食ホールでは基

本的に夜 9 時以降は音出し禁止となっているため、練習が大幅に伸びることはありません。諸

連絡・片付け等含めても 9 時半には出られますので、家まで 2 時間以内であれば終電には十分

間に合います。また、演奏会後の打ち上げや練習後の飲み会はさらに遅い時間となりますが、

参加強制ではなく欠席や途中抜けも可能なので大丈夫です。外泊を禁止されていなければ、万

が一の場合友達の家に泊めてもらうこともできますが、事情は人それぞれ異なると思いますの

で、事前にお家の方と相談する等、帰宅時刻については考えておいた方が良いでしょう。(因み

に私は外泊禁止のため途中で抜けさせてもらっています) 
2．練習時間の確保について 

練習後の帰宅は深夜、練習がない日も 5 限が終わると既に 18 時、となれば家でさらう時間

はなかなか取れませんが、心配は無用です。駒場キャンパスにはいつでも使える共用練習室が

1 つと、予約制で 1 日 3 時間まで借りられる音楽練習室が Be さんや Dv さんの交響曲と同じ

数だけあります。これらを利用して空きコマにさらうことをお勧めします。共用練習室では他

の団員が練習していて刺激を受けますし、部屋を予約して決まった時間にさらえばメリハリが

付いて、かえって家よりも効率が上がります。 
3．勉強時間について 

家が遠いからといって時間的に特別不利なことはありません。確かに家で机に向かう時間は

大幅に削られるかもしれませんが、空きコマや通学時間を活用すれば勉強時間は確保できます。

また、このページを読んでいる方はおそらく実家生（あるいは親戚の家からの通学）でしょう。

実家生が通学に費やす時間を下宿生は家事に費やしている、と思えば同じことです。 
ただ、オケに入って帰宅時間の遅い生活リズムに慣れるまでは体力的に大変なので、練習日

翌日の 1 限はなるべく授業を入れない等の工夫をすると良いでしょう。授業を入れざるを得な

い場合も、頑張って起きればだんだんと体が慣れてきます。午後の空きコマで仮眠をとるのも

ひとつの方法です。 
～終わりに～ 
私は家から駒場まで 1 時間 10 分かけて通学し、練習場所である本郷からは 1 時間半以上か

けて帰宅しています(もっと遠い団員ももちろんいます‐団員アンケート参照)。入団当初は帰宅時

刻のこと、毎日の時間の使い方などで悩み、また疲れが溜まったこともありました。しかし毎

週の練習や演奏会・合宿などの行事を通じてオケの虜となってからは家の遠さは苦でなくなり

(飲み会等に参加できない時だけは残念ですが)、1 年のうちに生活リズムにも慣れて空き時間

を有効に使えるようになってきました。オケでの楽しさがあれば遠距離通学の悩みは小さなも

のです。家が遠いのを気にして入団を迷っている方、そのために音楽に没頭する素晴らしい機

会を逃すのは非常に惜しいことです。遠距離通学ゆえに悩んでいることがあればお気軽にご相

談ください、そして是非入団して一緒に頑張りましょう！ 
 

      21Vn  辻谷 真知子 
  


