2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
打楽器セクションワンポイントレッスン
課題曲Ⅰ

やまがたふぁんたじぃ
〜吹奏楽のための〜

杉浦邦弘・作曲

ウェブサイト：https://komakitsusho.co.jp/suisou/����rp�.html

【楽曲について】

この作品に描かれた音符はもちろん、スコアに添えられた
作曲者自身の言葉からも音楽への愛が感じ取れます。聴く

ルしながら �� インチをＤに）戻す。音楽の流れの中でスム

ーズにペダリング出来るよう、練習してみてください。

Percussion �：スレイベル / スネアドラム

人も、演奏する人も、故郷がどこであれ、鮮烈なノスタル

小太鼓は随所で８分音符の刻みが現れますが、これらはビ

力的な作品だと感じます。それでは、中身を見てゆきまし

バスクラなどの大らかな唄を、乗せて運ぶ「血流」のよう

ジーを感じる作品であり、音楽的にも創意工夫に満ちた魅
ょう。

冒頭のスレイベル、グロッケンと混ざる４分音符、スレイ

ベルのみの８分音符があり、それぞれ楽器そのものに委ね
た余韻も大切ですが、弦のビブラートのように、双方の振

ートというより脈拍、例えば【��】からは、ファゴットや

なものでもあります。正確な縦ノリ（刻み）ばかりではなく、

Percussion

シンバル / タンバリン

にキメ細かな遠近を作りたいところです。[�] アウフタクト

ッシェンド（[��]～）もあれば、音楽を引き締めてゆくよう

から５度の響きで揺らぐ中低音を、ティンパニと銅鑼が、

S.Cym のロール、例えば、重力から解放されるようなクレ

明のようなともし火のような、想像した音を具現化する事

なもの（[���]～）、景色や本のページをめくるようなもの

Percussion �：グロッケンシュピール / シロフォン

より深い響きへ誘い込みます。【��】で拍子感が変わり、テ

（[���]～）まであり、それらは音楽が求めるものの発見と、

符をしっかり捉えたいところです。[��] アウフタクトから

きな音への連打、という即物的な演奏にならないよう、工

ィンパニのソロで再び拍子を取り戻しますが、この８分休
のシロフォンは木霊のような印象、ホルンと別れた後、物

理的な音量ではなく、音の距離感で変化をつけましょう。
鼓には、気品を感じます。決して大げさなフォルテにならず、

の大きなゆりかごを作っています。タイミングを測るので

太鼓の一打は、混沌を解決に導く巨木のような、深みのあ
る響きであって欲しいですね。

【各パートへのアドバイス】
Timpani：ティンパニ

序盤から【��】あたりまで、ティンパニは高い音からＧＦ

ＤＧと置きたくなるところですが、場所によっては �� イン

チのＤ音が気になります。そこで、例えば図のように、ス

タートを（高い音から）ＧＤＧＧとし、１番下のＧは使わず、
上から３台（ＧＤＧ）をベースとする。【��】に入る前に

シロフォン、[��]～の手順は RLRL～と自然ですが、左のマ

レットのヘッドを右より上にし、（クロスしないよう）左袖
を通すようなイメージがあるとスムーズです。また、[��]

夫してみましょう。

Percussion �：マラカス / バスドラム / トライアングル

颯爽と駆け抜けたいところです。【���】のティンパニと大

をぜひ楽しんでください。

何より、奏者の自由な発想が不可欠です。小さい音から大

[���] から、短くも雄大な讃歌が現れます。調性も含め、と

ても心地のいい響きがしますし、その中を駆け抜ける小太

打楽器奏者、ブリヂストン吹奏楽団久留米音楽監督・常任
指揮者、ソナー SQ２クラシカル・アーティスト

�：タムタム / クラッシュ・シンバル / サスペンド・

り方に少し変化を付けても良いと思います。マラカスのロ
ールもロール（回す）の密度を工夫し、トランペットと共

レッスン執筆：冨田篤

縦横に柔軟に流れ、唄の調子や活力を与えるような運びを
意識してみましょう。

の �� 分音符は、手順を左からスタートすると動きも滑らか

で、書かれているアーティキュレーションもうまく再現で
きると思います。もちろん、これらは他の手順でも構いま

大太鼓の [��]～や [��]～は、シンバルと対になって、音楽

せんが、運動そのものに無理がなく、自然と手に表れるよ
うな手順となるよう工夫してみてください。

はなく、むしろ音楽の骨格を作るような音と運びが欲しい
ですね。

[��] アウフタクトからの３本バチも、手や腕の移動だけで
はなく、和音を身体の中心で掴むような感覚で、左右前後

【���】～からのトライアングルは、グロッケンのアルペジオ

の重心移動としなやかな運びを心がけてください。

を引き出す音でもあり、このトライアングルの余韻の中に
グロッケンが漂うような印象。あまり華やかである必要は

※本文中【 】内の記号は楽譜の練習番号、[ ]内の数字は小節番号
を示しています。

ないと思いますが、幻想的なクラリネットの旋律を誘う松

序盤のティンパニの音の割り振り例
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課題曲Ⅰ／「やまがたふぁんたじぃ〜吹奏楽のための〜」使用楽器リスト
パート

楽器名

Timpani

ティンパニ

Percussion 1

スレイベル

Percussion 2

Percussion 3

Percussion 4

レッスン執筆者からのアドバイス／楽器

弊社当該商品

レッスン執筆者からのアドバイス／マレット&ビーター 弊社当該商品

マジェスティック／シンフォニック・シリーズ

繊細なロールから粒立ちの良い音まで、音程感がしっ K.M.K／KK-TMK03, 13, 23,
かり得られるものを。
KK-TMK04, 14, 24など

凛とした響きがあるものを。

サウンドキング／KU-SBL
グローバー／GV-SBCB*

─────────

─────────

スネアドラム

胴があまり浅すぎず、表現の幅が得られるもの
を。

マジェスティック／MJ-MPS1465WA
ソナー／SQ-1406SD-EHI

メイプル、ヒッコリーなど。

K.M.K／KK-CSJ, KK-CSJ2
ベーター／PICCOLO, PICCOLINO

タムタム（銅鑼）

36インチくらいが良いでしょう。

K.M.K／KG-36, KW-36

自重がしっかりしたものを選びましょう。

バルター・マレット／BM-BGB3

クラッシュ・シンバル

華やかさと深みがあるものを。大きめのものも
良いかもしれません。

小出シンバル／11S-in18CCM,
11S-in20CCM, CAB-18CCMH*

─────────

─────────

サスペンド・シンバル

18インチくらいが良いでしょう。

小出シンバル／CA-18CSM*
ターキッシュ／TU-CL18CM

p から f まで繊細に表現できるものを選びましょう。

アンコール・マレット／EM-TM1
ロン・ヴォーン／RVN-CymM4R

タンバリン

ジングルが華やか過ぎず、ドライな響きがあるも グローバー／GV-T2HS, GV-T2HTS
のを。

─────────

─────────

マラカス

少し大きめのものがいいかと思います。

サウンドキング／KU-MWL*

─────────

─────────

バスドラム

深い響きが得られるものを。

レフィーマ／LF-BD36S

自然なウェイトが得られるものを。

K.M.K／KK-BMDY03＋KK-BMDY04
レフィーマ／LF-301＋LF-302

トライアングル

倍音豊かなものを。

スタジオ49／SD-Ti3
K.M.K／KK-TCS812C*, KK-TCS813C*

オーソドックスな鉄製のものが合うでしょう。

K.M.K／KK-TBS10

グロッケンシュピール

マジェスティック／MJ-B3125S

煌きとしなやかさが表現できるものを。

バルター・マレット／BM-BGP2,
BM-BGL2

シロフォン

マジェスティック／MJ-X6535H

明るい音から素朴な木の香りがする音まで表現でき
るものを。

アンコール・マレット／EM-200R

※品番に*印の付いた商品は、今後発売予定の新商品です。
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■スネアドラム
マジェスティック
MJ-MPS1465WA ¥173,800（税込）

ソナー
SQ-1406SD-EHI ¥225,500（税込）

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ6.5インチ
●シェル材：ウォールナット材5.1mm+リインフォ
ースメント
ウォールナット材の軟らかな音響特性を引き出す
薄めのシェル構造。6.5インチの深胴は、よりふく
よかな響きを余裕で創り出せます。

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ6インチ
●シェル材：ビーチ8mm - 12プライ
●フィニッシュ：N（ナチュラル）PA（ローズウッド）
ビーチ材シェルの「調性感に馴染む」サウンドを、ヘビー
なダイキャストフープがまとめ上げた、ソナーらしさが全
開の逸品です。
※ご注文の際はフィニッシュの記号を品番に添えてお申し込みください。

■クラッシュ・シンバル

PA（ローズウッド）

■サスペンド・シンバル

■小出シンバル／インテンソ・シリーズ ■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ
「強い」「鋭い」サウンドを得意とするシリーズ。ハンマー
スタイルによるキャラクターの違いで、曲別にお勧め品を
チョイスしました。

この春発売予定の新機軸「ケーデンス・シリーズ」のクラシック・
シンバルです。倍音の豊かさにフォーカスし、さらに明るい音色の
「ブライト」、暗めの音色の「ダーク」を分けてラインナップ。
次世代型小出シンバルにご期待ください。

■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ

この春発売予定の新機軸「ケーデンス・シリーズ」のクラシッ
ク・シンバル。倍音の豊かさにフォーカスしました。次世代型
小出シンバルにご期待ください。

■ターキッシュ

トルコ製のオーセンティックなシンバルです。
耳馴染みの安定感。

11S-in18CCM ¥92,400（税込・ペア）

CAB-18CCMH ¥99,000（税込・ペア）

CA-18CSM ¥49,500（税込）

TU-CL18CM ¥33,000（税込）

●サイズ：直径18インチ／ウェイト：ミディアム
※手革は別売りです。

●サイズ：直径18インチ
●ウェイト：ミディアム・ヘビー
●サウンド・キャラクター：ブライト
※手革は別売りです。

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム

11S-in20CCM ¥110,000（税込・ペア）
●サイズ：直径20インチ／ウェイト：ミディアム
※手革は別売りです。

■タンバリン

■トライアングル

グローバー／ハイブリッド・タンバリン
GV-T2HS

グローバー／カスタム・ドライ・タンバリン
GV-T2HTS

●10”／加熱処理シルバー+-ジャーマン・シルバー
混合ジングル - ダブル（17ジングル）
●¥46,530（税込）
明るいジャーマンシルバーのジングルに焼付け
シルバーを足した、レンジの広いサウンド。

●10”／加熱処理シルバー-ダブル（17ジングル）
●¥47,740（税込）
焼付けシルバー・ジングルのドライなサウンド。

■スレイベル

スタジオ49
SD-Ti3 ¥24,200（税込）

K.M.K
KK-TCS812N ¥18,700（税込）

K.M.K
KK-TCS813C ¥18,700（税込）

●カーボンスティール製φ12mm
●１辺8” ●クロム・プレート

●カーボンスティール製φ12mm
●１辺8” ●ニッケル・プレート

●カーボンスティール製φ13mm
●１辺8” ●焼付けオイル仕上

オーソドックスな、瑞々しいスティール
サウンド。

オールド・トライアングルを彷彿とする、
瑞々しいスティールサウンド。

表面処理が極薄い焼付け仕上げ。スティ
ールの芯の通ったサウンドにより多く倍
音成分が含まれた極上のサウンドです。

■グロッケンシュピール

■タムタム（銅鑼）

マジェスティック／MJ-B3125S
●¥149,600（税込）

リーズナブルながら、十分な音圧とキラキラのサウンド。

サウンドキング
KU-SBL

グローバー
GV-SBCB

¥5,500（税込）
●ベルの数：25個

¥9,900（税込）
●ベルの数：24個
下向きに置ける台座付
きのアイデア商品。サウ
ンドも瑞々しい。

K.M.K／KG-36

K.M.K／KW-36

銅鑼の真髄、本場中国・武漢製。

銅鑼の全面をレイジング。立ち上がりの
早さと重厚感を併せ持つキャラクター。

●¥209,000（税込）
スタンド別売：KK-GSR36￥47,300

●¥209,000（税込）
スタンド別売：KK-GSR36￥47,300
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Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

ティンパニ・マレット

バスドラム・マレット

KK-TMK03 KK-TMK13 KK-TMK23 KK-TMK04 KK-TMK14 KK-TMK24

¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込）
Mハード
Mハード
Mハード
ミディアム
ミディアム
ミディアム
テーパーモデル
微テーパー
微テーパー
テーパーモデル
微テーパー
微テーパー
グリップ：15mm グリップ：12mm グリップ：13mm グリップ：15mm グリップ：12mm グリップ：13mm

スネアドラム
■メイプル・スティック

PICCOLO

PICCOLINO

KK-BMDY03 KK-BMDY04

KK-CSJ

KK-CSJ2

¥1,650（税込） ¥1,650（税込） ¥4,510（税込） ¥4,510（税込）
メイプル
メイプル
ジャトバ
ジャトバ

LF-301

LF-302

¥12,650（税込） ¥13,200（税込） ¥27,500（税込） ¥24,200（税込）
ライト・スタンダード スタンダード
フェルト芯
ウッド芯
+メリノウール
+メリノウール

サスペンド・シンバル用
■ジャトバ・スティック

銅鑼

BM-BGB3

¥9,350（税込）
メイプル柄/ゴム芯

トライアングル・ビーター

■マレット

EM-TM1

RVN-CymM4R

¥9,680（税込） ¥15,180（税込）

KK-TB5

¥825（税込）
カーボンスティール
φ6.5mm

記載の商品価格、仕様は ���� 年 � 月現在のものです。予告無く変更される場合があります。

KK-TB4

¥770（税込）
カーボンスティール
φ5.5mm

ビーターセット
KK-TBS10 : ¥8,360（税込）

5種類各２本セット
KK-TBS5 : ¥4,840（税込）
5種類各1本セット

グロッケン・マレット

BM-BGP2

BM-BGL2

¥8,580（税込） ¥8,910（税込）
フェノリック
クリアレクサン
+真鍮芯
+真鍮芯

シロフォン

EM-200R

¥7,700（税込）
φ28.5mm
高密度ポリボール

