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Ⅱ

マーチ
「ブルー・スプリング」
鈴木雅史・作曲

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

【楽曲について】

Bright March ♩＝１３８ca.

マーチスタイルの音楽です。
ＢＤを中心とした打楽器パートの表
打ちと裏打ちが音楽の原動力にはなりますが、メロディーライ
ンやオブリガードが細かく動いていたり、一時的な転調（臨時
記号で書かれているフレーズ）が出てきたりするので、打楽器
セクションは全体をよく聞きながら演奏することが大切です。メ
トロノームに合わせたテンポキープというより、メロディーライ
ンの方向性やアウフタクトフレーズをしっかり理解して、流れを
作っていきましょう。シンコペーションのリズムが現れる場面で
は音楽的なアクセントとして効果的な表現を探してみてくださ
い。楽譜に書かれている強弱記号はあくまでも目安です。それ
ぞれの演奏団体の編成や特徴を考慮のうえ、各場面でのバラ
ンスに注意して丁寧に演奏していきましょう。
次のポイントを参考にサウンドバランスを整えてみて下さい。

・必ずアンサンブルの相手を見つける。

・BD＋Cym＝一つのサウンドを作る意識で。
・SD は BD のサウンドに乗っかる感覚。

・ティンパニと BD が同時に演奏する場面ではティンパニの音
程感を意識しましょう。
・グロッケンは力強くなりすぎないように注意。マレットの工夫
で聞こえ方が変わります。

【各パートへのアドバイス】
可能であれば大きい方から３台で（��、��、�� インチ）演奏
しましょう。以下チューニングの例です。

32”

29”

Ｂ

Ｃ

Ｆ

・�� 小節頭の C→Es

26”

Es

23”

・トリオ頭の Es→C

Ｂ

Ｆ

Ｂ
As

Es

Ｆ

Es

・�� 小節 �� 拍目 C→Es

Ｂ

Es

・【Ｈ】以降

Ｂ

Ｃ

As、B、Es

[��]、[��] は、管楽器は八分音符で演奏しています。響きが
残らないように注意してください。マフリングの練習も大切です。
[��]、[��] の装飾音符ははっきりと表現しましょう。

Percussion �：スネアドラム

スネアドラムのロール奏法について、「入り方」（＝アクセント
の有無）と「終わり方」
（最後の音をはっきり突くか突かないか）
を意識しましょう。
[�]、[���]、[���] に出てくる付点四分音符。音の長さと切り
方のニュアンスを管楽器と揃えましょう。

[��] の３、４拍目は四分音符（ロール）の長さを意識して。
少し短く切るイメージで演奏しましょう。

【Ｄ】、【Ｉ】はホルンのリズムフレーズとニュアンスを揃えましょ
う。
[��] のショートロールは、「５ストローク・ロール」をきっちり
決めて。

[��] のロールクレッシェンドは、音量を強くする感覚よりもサウ
ンドの広がりを感じながら演奏しましょう。例えばストロークの
スピードコントロールによる表現も試してみてください。（例え
ば、３連符→３連符→４連符のようなイメージ。）
[���] は四分音符の長さを感じながら。音のつながりは低音楽
器と同じように。

Timpani：ティンパニ

・冒頭：F、B、C

音程感を大切に、フォルテ（アクセント）は強さよりも音の立
ち上がりを意識したサウンドで。音の切り方を管楽器と揃えま
しょう。ロールの入りはアクセントにならないように注意してく
ださい。ロールの先にある音を丁寧に。
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（※もしも難しければ �� インチで Es）
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[���]、[���] の装飾音符は、主音をしっかり狙って演奏しまし
ょう。主音に向かうスピード感が大切です。

Percussion �：クラッシュ・シンバル

明るい音色で演奏しましょう。全体に言えることですが、「音の
切り方」について、「音の芯」を捉えてから、または鳴らし切
ってから音を止めることを心がけましょう。

[��]、[��]、[��]、[��]、[��]、[��]、[��]、[��] ではすべて
１拍目に演奏しますが、「タイミング」を狙うのではなく「音楽
の流れ」をしっかり感じながら演奏しましょう。和音の一部とし
て表現すると発音のタイミングやスピードが揃うと思います。

mp や mf の音色では温かみのある柔らかさをイメージしてみ
てください。響きを残す指示があるので、音の切り方には十分
注意しましょう。

【Ｃ】はアクセントのある３拍目の音をしっかり狙って演奏しま
しょう。２拍目を打ち終えたときの反応（動作）が、
３拍目の「予
備動作」につながっていることがポイントになります。

レッスン執筆：小川裕雅

エリザベト音楽大学准教授、ソナー SQ� クラシカル・
アーティスト

Percussion �：バスドラム

マーチでは大太鼓が音楽の流れを作る指揮者の役割を持ちま
す。
ですが、
パート譜だけを見ていると音楽の流れを掴むことが
できません。
メロディーラインを歌ったり
（鍵盤楽器で弾いてみ
たり）低音セクションの音の変化を共有することが大切です。楽
器のチューニングも演奏上とても大切ですね。楽器によって調整
のポイントが変わって来るので、裏ヘッドと打面のバランスを
色々と試してみましょう。ビーターはアタックが少しはっきり伝
わるものが良いと思います。低音セクションは八分音符で刻ん
でいるので左手（指）を楽器のリム付近に添えた状態で上手に
使って余韻をコントロールしましょう。

Percussion �：グロッケンシュピール

フレーズ終わりにトリルがとても多く出てきます。
そのため最初
の段階で手順をしっかりと考えておくことが大切です。
トリルが
ついている音は左手から演奏できると自然な動きになるかもし
れません。
アーティキュレーションが楽譜には書かれていないの
で、高音木管パートに書かれているものを参考にニュアンスを
揃えてみましょう。臨時記号にも注意が必要ですね。明るく軽快
なサウンドなので金属も含めてキラキラした音色表現できるマ
レットを選んでみてください。

[�]、[��]、[���]の装飾音符は、高音木管の７連符を意識してく
ださい。

[��]-[��]、[��]-[��]、[���]の３拍目裏、左手からの順手
（LRLRLR...）
で試してみてください。
※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。

【Ｊ】は、「四分音符の長さ」を意識して。
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課題曲Ⅱ／「マーチ『ブルー・スプリング』」使用楽器リスト
パート

楽器名

Timpani

ティンパニ

Percussion 1

スネアドラム

Percussion 2

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／プロフォニック・シリーズ 発音がクリアなもの。マレット自体の重さが軽めの
ミディアム・ハード。
明るいサウンドのもの（5インチ程度）アルミニウム
やブラス・シェルなども効果的です。
響き線の調整、緩すぎないように。

K.M.K／KK-TMK03, 13, 23など

マジェスティック／MJ-MPS1450MB,
MJ-MPS1450AL, MJ-MPS1450BR
ソナー／SQ-1405SD-MHI

明るい音色や軽快な表現のために、スティック
K.M.K／KK-CSJ2
自体の重さが重すぎない方が良いと思います。 ベーター／PICCOLO, PICCOLINO,
楽器との相性や使いやすさを一番に考えましょう。 5B（ヒッコリー）

クラッシュ・シンバル 18インチ／ミディアム～ミディアムライト
明るい音色のもの。

小出シンバル／11S-in18CCM
808-in18CCMLなど

────────────

─────────

Percussion 3

バスドラム

レフィーマ／LF-BD132S

発音がクリアなものを使いましょう。
ミディアム・ハードで、軽め。

K.M.K／KK-BMDY02, KK-BMDY03

Percussion 4

グロッケンシュピール グロッケンらしい華やかな表現が求められます。
楽器の状態をよく確認しましょう。

マジェスティック／MJ-B3125S

ブラスやアルミなど金属系のもの、あるいはメタ バルター・マレット／BM-BGP2
ル・コアタイプなど華やかでキラキラした音色表 BM-BG5, BM-BG6
現できるもの。

小さめ（32インチ）の楽器でも可能です。アタックが
クリアに聞こえるように。ミュートのしすぎには注意し
ましょう。

※品番に*印の付いた商品は、今後発売予定の新商品です。

推 奨品のご紹介

2022 年度全日本吹奏楽コンクール／課題曲Ⅱ「マーチ『ブルー・スプリング』」

■スネアドラム
マジェスティック
MJ-MPS1450MB ¥163,900（税込）

ソナー
SQ-1405SD-MHI ¥226,600（税込）

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：メイプル12mm
「クラシック・スネアドラム」の決定版小太鼓。４種の響き
線を自在に調整し、繊細な表現にも強い一打にも的確に
応えてくれます。

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：メイプル8mm - 12プライ
●フィニッシュ：N（ナチュラル）PA（ローズウッド）
メイプルシェルの明るく強い響きを、極厚のダイキャスト
フープがしっかりまとめ上げる、極上のスネアサウンド。

N（ナチュラル）

※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。

マジェスティック
MJ-MPS1450BR ¥193,600（税込）

マジェスティック
MJ-MPS1450AL ¥195,800（税込）

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：ビーデッド・ブラス・シェル

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：アルミニウム削り出し2.5mm
ソリッドなアルミニウムを削り出した頑強なシェル。
幅広いサウンドレンジのメタリック・サウンド。

金属シェルのマジェスティック・スネアドラム。サウンド
レンジが格段に広がり、鳴らす空間の空気をしっかりキ
ャッチし、華やかに響きます。

■クラッシュ・シンバル
■小出シンバル／インテンソ・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。

11S-in18CCM ¥92,400（税込・ペア）

808-in18CCM ¥92,400（税込・ペア）

●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

■小出シンバル／センシティブ・シリーズ
「鳴らしやすさ」極限値のシンバルシリーズです。今もベスト
セラー継続中。

808-S18CCM ¥92,400（税込・ペア）

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。

CAB-18CCM ¥99,000（税込・ペア）

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム
「鳴らしやすさ」が飛び抜けて良いシンバル。
※手革は別売りです。

※手革は別売りです。

■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ

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

■グロッケンシュピール

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。

Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

ティンパニ・マレット

KK-TMK03 KK-TMK13 KK-TMK23

¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込）
Mハード
Mハード
Mハード
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

スネアドラム
■メイプル

PICCOLO

■ヒッコリー

PICCOLINO

5B

¥1,650（税込） ¥1,650（税込） ¥1,650（税込）
メイプル
メイプル
ヒッコリー

バスドラム・マレット

■ジャトバ

KK-CSJ

KK-CSJ2

¥4,510（税込） ¥4,510（税込）
ジャトバ
ジャトバ

KK-BMDY02 KK-BMDY03

¥11,550（税込） ¥12,650（税込）
ライト
ライト・スタンダード

グロッケン・マレット

BM-BGP2

BM-BG5

¥8,580（税込） ¥6,930（税込）
φ15.9㍉真鍮球
フェノリック
+真鍮芯

BM-BG6

¥6,930（税込）
φ22.2㍉アルミ球

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。

