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Ⅳ

サーカスハットマーチ
ウェブサイト：https://komakitsusho.co.jp/suisou/����rp�.html

【楽曲について】

サーカスで次々と繰り広げられる演技、華やかな光景が軽
快なマーチで表現されています。テンポは速いですが、流
れてしまわず要所要所できちんとキメる、歌心を大切に、
そしてタイトルにある「サーカスハット」を打楽器ならで
は！の演出で躍動感たっぷりに演奏していきたいですね。
パート譜には、管楽器と同じ動きをしていてもスラーやス
タッカートが書かれていないこともあります。スコアをよ
く見て、ただ「打つ」のではなく、「歌う、音楽にする」と
いうことを心がけ、微妙なタッチやグリップの変化、音の
向かう方向、体の使い方、呼吸等も考えて練習していきま
しょう。

【各パートへのアドバイス】
Percussion �：スネアドラム

マーチの典型の “ウラ打ち” はもちろん、キレのあるキメや、
随所に印象的なリズムやフレーズが仕込まれ、ダイナミク
スチェンジやアクセントといった要素までも目まぐるしく
展開されています。それらを確実に演奏していくためには、
まずテンポを落としてきっちりと練習する必要があるでし
ょう。

【Ａ】からのパターンは、３拍目裏の
に惑わされず軽快
なウラ打ちをキープし、[�]、[��] の q ‰ e のリズムをカ
ッチリと引き締められるように、タイミングやアーティキ
ュレーションに気を付けましょう。【Ｅ】は全体の流れにし
っとりと馴染む歌い方を。

【Ｈ】の [�] ～ [�]、アクセント付きのロールは重くならずに、
[�] をパリッと際立たせ、続く mf は軽くメリハリを付けて
最後の装飾音符は管楽器と同じスピードで最後の１音に着
地しましょう。
ダイナミクスは、基本的に全体のバランスやそのフレーズ
のキャラクターを理解して変化させます。「強い・弱い」だ
けでなく、「重く・軽く？」「ソフトに・鋭く？」「明るく・
暗く？」
「甘い・ピリッと辛い？」
「ひっそり・大胆？」等、様々
な表現で音楽に変化が付けられることは、とても楽しいプ
ロセスだと思います！

奥本伴在・作曲

Percussion �：バスドラム

マーチにおいて頼れる存在でありたいバスドラム。躍動感
や推進力のある演奏を心がけたいですね。右手のコントロ
ールはもちろん、左手の使い方（どこをどうタッチするのか）
を工夫しての細かいニュアンス作りも大切です。

【Ｅ】は低音パートと音型を揃えて１＆４拍の落ち着いたノ
リを作りましょう。

【Ｇ】前 allargando では、テンポの変化やバランスに対応
しながら、打楽器セクションだけに与えられたクレッシェ
ンドで効果的に全体を盛り上げます。

【Ｉ】からの４小節間はバスドラムだけ少し違った動きを持
っているので、アンサンブルを理解して、クリアーなリズ
ムとニュアンスで全体を引き締めましょう。

レッスン執筆：井口雅子

大阪フィルハーモニー交響楽団打楽器奏者、マジェスティ
ック・アーティスト

Percussion �：クラッシュ・シンバル、トライアングル

他のパートに比べて音数は少ないですが、だからこそ出てく
る１音１音の存在感は大きく、バンド全体に色彩感やインパ

クトを与えられるのがシンバルです。q の刻みは軽めに、冒

頭やエンディングでは輝かしい存在で、キメのリズムやフレ
ーズ終わりでは音の止め方も研究してみましょう。シンバル
は、当て方次第で様々な音が出せるので、２枚のシンバルの
距離の取り方や合わせ方（角度、スピード等）を調整して、欲
しい音が鳴る“ツボ”を探します。

【Ｃ】のトライアングルは��分音符の発音をクリアーに、管楽
器に寄り添って演奏します。
【Ｃ】も【Ｅ】もmpですが、弱々し
くならず楽器の持つ良い響きを活かせるように、ビーター選
び（細すぎない、軽すぎない）や当て方を工夫してみましょ
う。

Percussion �：シロフォン

同じ鍵盤楽器でも、グロッケンシュピールよりパーカッシヴ
な役割を受け持っています。素早いパッセージやコミカルな
演出が、曲中でその効果を発揮できるように、テンポに沿っ
たマレットコントロールや手首を使ってのクリアーな発音
を心がけましょう。

【Ａ】と【Ｂ】の各４小節目等、メロディーの“合いの手”で入っ
てくるフレーズは休符の間もメロディーを歌い、流れの中で
テンポに合ったブレスを取って、スピード感を揃えて演奏し

や「�.
の跳躍する音は、行き先をイメー
ましょう。
「�.
ジしておくと落ち着いて到達音に向かえると思います。[��]
や[��]～最後は、手順を工夫することで演奏しやすくなりま
す。

Percussion �：グロッケンシュピール、サスペンド・シンバル

キラキラと光る要素を加えたり、メロディーセクションの一
員になったり、リズミカルな合いの手になったりと、一人何
役もこなします。手の使い方、呼吸、響きを聞くことを大切
に、それぞれに適した表現を見極めていきましょう。
メロディーは管楽器と歌い方をよく合わせて表情豊かに演
奏します。
【Ｄ】や【Ｅ】は優しい雰囲気の中にも余韻まで音楽
を忘れず、
「弱奏＝消極的」にならないように気を付けましょ
う。マレットチョイスも各場面でのポイントの１つになりま
す。

サスペンデッドシンバルは、次のGrandiosoに向けて全体の
バランスに気を付けながら、ロールのストローク数や速度の
コントロールによって、広がりを持って盛り上げましょう。

※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。

課題曲Ⅳ／「サーカスハットマーチ」使用楽器リスト
パート

楽器名

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

Percussion 1

スネアドラム

14×5又は5．5ぐらいで、明るくキレの良いサウン
ドが合うと思います。どんなダイナミクスでもレス
ポンスの良い響き線のセッティングや、チューニ
ングも大切です。

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

程よい重みがあり、小回りのきくスティックを選びましょう。 K.M.K／KK-CSJ, KK-CSJ2
弱音はスティックの重さを活かすと楽に演奏できると思い ベーター／PICCOLO, PICCOLINO
ます。ロールは、チップの形でもやりやすさが変わります。

Percussion 2

バスドラム

深すぎず、大きすぎず、音の輪郭がハッキリと出
せる楽器が良いでしょう。また、バンドのサウンド
にフィットするチューニング（表裏のバランス）も
重要です。

レフィーマ／LF-BD32S, LF-BD132S

クリアーな発音、尚且つ響きも引き出せる物を選びまし K.M.K／KK-BMDY02, KK-BMDY03
ょう。楽器とのバランスも大切です。敢えて言葉にするなら
ば「ウェイトのある少し小さめ」が目安でしょうか。

Percussion 3

クラッシュ・シンバル

明るく、リラックスした状態でも抜けの良い音が
出せる18インチが目安でしょう。直径だけで無
く、厚みもサウンドに大きく影響します。重さ・大き
さと、演奏者のフィジカル（コントロール可能範囲）
のバランスも大切に選びましょう。

小出シンバル／11S-in18CCM,
808-in18CCM, 808-S18CCM,
CAB-18CCM*, CAB-18CCMH*

─────────

─────────

トライアングル

シンプルに高音が美しく響く（ギラギラしすぎな
い）物が良いと思います。ホルダーは響きを吸収
しない材質にしましょう。

スタジオ49／SD-Ti3
アラン・エーベル／AA-L
K.M.K／KK-TCS812N*

トライアングルに負けず、響きをしっかり出せる太さや
重みのバランスが取れたビーターが良いでしょう。

K.M.K／KK-TB5

Percussion 4

シロフォン

ドライでクリアー、木の音が自然に響く楽器が良 マジェスティック／MJ-X6535H
いでしょう。鍵盤の音程のズレは、チューニングに
出すなどして、調整できると良いですね。

Percussion 5

グロッケンシュピール キラキラとした響きでバンドに彩りを添えられる マジェスティック／MJ-B3125S
楽器でありたいです。微妙なタッチの変化にも繊
細に反応し、のびのあるサウンドが良いでしょう。

場面毎に適切な物を選びましょう。ハードなマレットは強奏 マイク・バルター／BM-B93R, BM-BGP2,
時でも音程感が失われず、mp はソフトでかつ輝きのある BM-B10R
サウンドが実現できる物が良いでしょう。

サスペンド・シンバル

手のコントロールとマレットの重みをバランスよく使って、
響きを拡げていきます。ソフトすぎるとmpで鳴り不足気味
になるので、そうならない程度の硬さが目安。

入りのmpから到達点の f までの変化をストレート 小出シンバル／10J-in18CSM,
に表現できる楽器が良いでしょう。また、イメージ 808-S18CSM, CA-18CSMT*
する音を鳴らせる打点も探してみて下さい。

※品番に*印の付いた商品は、今後発売予定の新商品です。

弊社当該商品

硬質で、音程や木のサウンドがきれいに出るマレットを。 アンコール・マレット／EM-200R
速いパッセージを軽快に演奏する際、スピード感を失わず バルター・マレット／BM-B7R
に響きを引き出せる重さのバランス、が大切です。

アンコール・マレット／EM-TM1
ロン・ヴォーン／RVN-CymM4R

推 奨品のご紹介
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■スネアドラム
マジェスティック
MJ-MPS1450MB ¥163,900（税込）

マジェスティック
MJ-MPS1450BR ¥193,600（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：ビーデッド・ブラス・シェル
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。

ソナー
SQ-1405SD-MHI ¥226,600（税込）

ソナー
PL-1405SDWD#NUB

●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）

¥177,100（セミグロスカラー・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4mm - 6プライ+ダイナミック
・エッジ2mm-3プライ

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。

メイプル・ハイエンドのドラムシリーズ。明るく軽快なサウン
ドが得意な仕様です。

■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）
●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。

「鳴らしやすさ」極限値のシンバルシリーズです。なめらかな
サウンドメイクにお勧めの逸品。

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 ●サウンド・キャラクター：ブライト
※手革は別売りです。

CAB-18CCMH ¥99,000（税込・ペア）
●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。

■サスペンド・シンバル：課題曲Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ
■小出シンバル／センシティブ・シリーズ

■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ

■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。

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。

808-S18CSM ¥46,200（税込）

10J-in18CSM ¥46,200（税込）

CA-18CSMT ¥49,500（税込）

●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

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム・シン

■トライアングル

■グロッケンシュピール：

スタジオ49
SD-Ti3 ¥24,200（税込）

アラン・エーベル
AA-L ¥29,700（税込）

K.M.K
KK-TCS812N ¥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

●高さ6”
●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

オーソドックスな、瑞々しいスティール
サウンド。

ハイピッチで硬質。力強い
音圧で、トゥッティを突き
抜けて行きます。

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。

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。
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Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

スネアドラム＆トムトム
■メイプル・スティック

PICCOLO

PICCOLINO

■ジャトバ・スティック

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

バスドラム・マレット

KK-BMDY02 KK-BMDY03

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

シロフォン・マレット

グロッケン・マレット

BM-BGP2

¥8,580（税込）
フェノリック
+真鍮芯

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。

BM-B93R

¥6,930（税込）
φ24.5㍉
フェノリック

BM-B10R

¥6,930（税込）
φ31.7㍉
フェノリック

EM-200R

BM-B7R

¥7,700（税込） ¥6,930（税込）
φ28.5mm
φ31.7mm楕円
高密度ポリボール メイプル・ウッド

サスペンド・シンバル

EM-TM1

RVN-CymM4R

¥9,680（税込） ¥15,180（税込）

トライアングル
・ビーター

KK-TB5

¥825（税込）
カーボンスティール
φ6.5mm

