打楽器のコマキ通商がお届けする、2021年度全日本吹奏楽コンクール課題曲対策！

打楽器セクションワンポイントレッスン
課題曲Ⅲ

僕らのインベンション
宮川彬良・作曲
映像はこちらで

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

【楽曲について】

ミュージカルやオペレッタのようなストーリー性のある音楽の
展開。決まった物語ではないけれども各場面の音楽の流れ（拍
子の変化、主となる音色の変化など）に乗って打楽器の音色
とリズムでより一層色彩感を鮮明にするような感覚で演奏して
みてください。
そういった意味で、打楽器が目立つというよりも「音色的に
どのように聞かせるか」「リズムの特徴を音楽にどのようにブレ
ンドさせるか」ということが大切になってきます。各楽器のサウ
ンドを魅力的に引き出せるよう楽器の持つ音色を知り、楽器の
状態を整えることから取り組みましょう。
難しいと感じる奏法も、最初からみんな上手く演奏できたわ
けではありません。地道な努力を続けることで楽器の扱い方に
慣れ、奏法が定着してくるはずです。チャレンジすることで新し
い発見があるかもしれません！ぜひ積極的に取り組んでみてく
ださい。
[��] ～ [��] では管楽器と同じリズムを演奏しています。カス
タネットとタンバリンの軽やかで明るい音色を意識しながらリズ
ムのニュアンスが表現できるよう練習してみましょう。一緒に和
音を演奏しているような感覚で、発音のイントネーションを管
楽器と揃えることを意識して演奏してみてください。
[��] ～強弱の変化がついている場面では、「強さだけの変
化」ではなく、動き的な表現を考えてみましょう。「変化しない
とき」のニュアンスも無表情にならないように。
[���] ～ [���] では、打楽器のリズムがベースとなります。
他の楽器に合わせるという感覚ではなく、バンド全体をリード
する感覚で演奏しましょう。音量バランスには注意が必要です。

【各パートへのアドバイス】
Timpani：

音色がとても大切です。良いサウンドで演奏するために、各
楽器の最低音をきちんと合わせる「ベースチューニング」を習
慣にしましょう。そのうえで、音の割り振りを考えてみてください。
例えば冒頭（Ａ・Ａ・Ｄ・Ｅ）としておき、��インチの楽器で
Ｄ⇄Ｈの音変え。[��] からＤ＝�� インチ／Ｃ→Ｂ♭＝�� インチ
／Ａ＝�� インチ。[��]～
（Ｇ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）。音楽の中で違和感が
出ないよう、周りの音とのブレンドを意識した音変えを考えて
みましょう。

Percussion �：

Vibraphone
冒頭部ではとても大切な音色となります。音板の幅や厚みに
よって適切なマレットは変わってきます。実際に音を聞きながら
（できれば遠くで）、イメージに合った音色表現できるものを選
びましょう。管楽器に比べて音の立ち上がりが遅く伝わりにくい
ので、少しだけはっきりしたアタックが感じられるものを選ぶと
良いと思います。
楽器の状態について、次のポイントに注意しながら確認して
みましょう。
・ダンパーペダルのノイズがないか
・フェルトと音板の当たり具合
・音板のひもの張り具合
・モーターの具合

Glockenspiel
オクターブで演奏するときに、下の音と上の音をどのような
バランスで演奏するか考えてみましょう。均等にする場合と少し
差をつけた場合、いろいろなパターンを試してみましょう。役
割として、例えば下の音は響きの支え（少し柔らかめで太い響
き）、上の音が本質的な音（明るさ、
きらびやかさ、輝きある音色）
という感じで。音としての主体は上の音に置きながら、倍音的
な役割で下の音が聞こえてくるような考え方もできると思いま
す。その逆も考えられるはずです。
Xylophone
木の音色感が伝わるマレットを選びましょう。音板の紐が緩
んでいないか確認してみてください。装飾音符のニュアンスは
装飾音が割とはっきり聞こえるような感覚（少しアクセント気
味）が良いと思います。[��] のトレモロは管楽器の表現をよく
聞いて真似する感じが良いですね。

Bass Drum
低い音、支えとなる響きを意識した音作りをしましょう。楽
器によってチューニングのバランス（表と裏の張り具合）が異
なりますが、表面のアタックによって裏面の響きが感じ取れる
ような調整が必要です。楽器の大きさに適したマレット（硬い
ものよりも少し大きめで重さのあるもの）を選び、打面のどこ
を狙うとどんな音色がするかいろいろ試してみましょう。この曲
では主に中心付近を狙うことでまとまりのあるサウンドが必要
とされると思います。左手のミュートの工夫や、最後の１音に
求められるスピード感やアタック、音の止め方（余韻をどの程
度感じるのか）
、その一つ一つが大切です。

Castanets
楽器に慣れることから始めましょう。特に紐が正しい状態で
ついているか、というポイントについてはしっかり確認して、自
分の指や手に合わせて調整しましょう。立奏の場合は足台があ
った方が安定して演奏できると思います。叩く角度や当て方、
指の使い方等によって音色の変化が感じられるかどうか意識し
ながら練習していきましょう。リズムを演奏するときには手順を
きちんと考えることも大切です。

Percussion �：

Tambourine
細かいリズムをクリアに表現する奏法が必要となります。通
常のシングルストロークでは「速く細かい動き」には限界があ
ります。動画を参考に、指を使った奏法について研究しチャレ
ンジしてみてください。楽器をスタンドに取り付けて両手で演
奏する方法も考えられますが、中間部では手に持っていた方が
ニュアンスを表現しやすいかもしれません。皮の張り具合やジ
ングルの響きなどがリズム表現の中で重要となります。楽器を
持っている手をどのように使うか、ミュートの工夫などで響きを
調整してみてください。
Crash Cymbals
どのような音色、スピードと力加減が最適か、目指す音色を
イメージした上で奏法を探してみてください。最後の一音です
が、アタックだけでなく「楽器の鳴り」が聞き取れるように音
を止めることが大切です。

レッスン執筆：小川裕雅

エリザベト音楽大学専任講師、ソナー SQ� クラシカル・
アーティスト

Triangle
楽器の形状（太さやサイズ）
と比較して細すぎるものではなく、
その楽器を十分に鳴らしきることのできるビーターで音色を作
っていきましょう。当てる角度によって倍音の鳴りが変わるはず
です。伴奏セクションの一員として求められる音色について考
え、弱奏でもイメージした音色がしっかり伝わるような演奏を
目指しましょう。

Suspended Cymbal
クレッシェンドによって音量が強くなりますが、表現としては
場面転換の効果音として音楽にスピード感や躍動感が感じられ
る、「ワクワクした表現」を目指しましょう。

Percussion �：

Snare Drum
スピード感ある場面で活躍するので、歯切れの良い乾いたサ
ウンドが良いと思います。
チューニング
（打面と裏面のバランス）
や響き線（楽器の中央に装着されているか、張り具合など）をし
っかり調整してイメージに合った音作りを目指しましょう。
細かいリズムを安定して演奏するためには手順が大切です。
リズムフレーズによって手順を揃えることでリズムが持つイント
ネーションを揃える事ができます。

Í

（フォルテピアノ）
の表現では、
ロールの始まりを単音にする
のかしないのかによって効果が変わってきます。動画ではロール
をするつもりで を演奏してから弱音に落としています。
ティン
パニの の表現をよく聴いて、
ニュアンスを揃えると良いと思い
ます。

Í

f

Wood Block
コミカルな表現で良いと思います。
タンバリンとシロフォンの
音色との関連性も踏まえて音色をイメージしてみてください。
叩くものについてはスティック、
あるいはマレット
（木、
プラステ
ィック、ゴム、綿糸、毛糸など様々な材質のもの）が考えられま
す。発音がある程度はっきり聞こえた方が良いのですが、楽器の
響き
（余韻）
が感じられるようなものを選ぶと良いと思います。台
に置くのか手で持って演奏するのか、小太鼓への持ち替えの問
題もありますので、
その場に合ったものを選んで演奏しましょう。
スティックで演奏するときにはチップを使うのか、
ショルダーで角
度をつけるのかといった工夫で音色に変化をつけることができ
ます。
※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Ⅲ「僕らのインベンション」 推奨品のご紹介

■スネアドラム
マジェスティック
MJ-MPS1450MB ¥163,900（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。
発行元：コマキ通商株式会社

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。

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8mm
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。
RP� - page�

課題曲Ⅲ／「僕らのインベンション」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

Timpani

ティンパニ

良いサウンドで演奏するためには楽器の状態を
常に良い状態に保つことが大切です。まずはベ
ースチューニング（最低音をきちんと合わせる）
を習慣にしましょう。

マジェスティック／シンフォニック・グランド 管楽器やコントラバスの発音スピードを意識して演
・シリーズ
奏しましょう。明るいサウンドで演奏できるマレットを
探してみましょう。

Percussion 1

ヴィブラフォン

以下のことを確認しましょう。
●ダンパーペダルのノイズがないか
●フェルトと音板の当たり具合
●音板ひもの張り具合 ●モーターの具合

───────

管楽器のサウンドに響きを足すような感覚で、
少しだけはっきりしたアタックが感じられるもの
を選ぶと良いでしょう。

グロッケンシュピール オクターブで演奏する場面のバランスに注意しましょ
う。

マジェスティック／MJ-B3125S

使用する楽器との相性もありますが、その場面にどの バルター・マレット／MB-BGP2, MB-BGP3
ような音色が求められるか、イメージをもってマレット
を選んでみましょう。

シロフォン

まずは楽器の状態を確認しましょう。特にひもの
張り具合はとても大切です。

マジェスティック／MJ-X6535H

楽器の状態を整えたうえで、“木の音色感”が
伝わるマレットを選びましょう。

バルター・マレット／MB-B7R
アンコール・マレット／EM-200R

バスドラム

低い音、支えとなる響きを意識した音作りをしま
しょう。楽器によってチューニングのバランス（表
と裏の張り具合）が異なりますが、表面のアタッ
クによって裏面の響きが感じ取れるような調整
が必要です。

レフィーマ／LF-BD36S

楽器の大きさに適したマレット（硬いものよりも
少し大きめで重さのあるもの）を選びましょう。

K.M.K／KK-BMDY02, KK-BMDY03,
KK-BMDY04

カスタネット

リズム的にも音色的にもとても大切な楽器です。明る フラメンコ：ハレ／JL-TP7, JL-FP7,
い音色で思い通り演奏できるよう楽器に慣れることか JL-GN7
ら練習を始めましょう。
柄付き：グローバー／GV-GWC3G

─────────

─────────

タンバリン

皮の張り具合、ジングルの状態など確認しましょ
う。

─────────

─────────

Percussion 2

バルター・マレット／MB-B22R, B23R,
B25R（楽器の音板の幅や厚みにより、
最適なマレットは異なります。）

小出シンバル／11S-in18CCMH,
11S-S18CCMH

トライアングル

楽器の形状（太さやサイズ）と比較して細すぎる K.M.K／KK-TB4, KK-TB5
ものではなく、その楽器を十分に鳴らしきること グローバー／GV-TBS
のできるビーターで音色を作っていきましょう。

音楽の流れを感じながら、求められる音色をしっかり スタジオ49／SD-Ti3
イメージして演奏しましょう。楽器を吊るす「ひも」を工 アランエーベル／AA-L
夫することで楽器の鳴りが良くなる場合があります。
グローバー／GV-TR6
小出シンバル／10J-in18CSM
808-S18CSM

マレットのヘッドが小さくまとまりのあるものが扱いや
すいと思います。柔らかいものよりも少し硬めのもの
で試してみてください。

ロン・ヴォーン／RVN-CymM4R
アンコール・マレット／EM-TM1

カスタネット

（Percussion1と同様）

（Percussion1と同様）

─────────

─────────

スネアドラム

ヘッドの状態と張り具合、表と裏のバランス、響
き線がきちんと真ん中に装着されているか、ま
た、スタンドについても楽器を支える部分など
今一度確認してみましょう。

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

跳ね返りが十分に感じられるものを選びましょう。細
かいリズムが多いので軽やかに演奏できるスティッ
クが良いと思います。チップの状態はしっかり確認し
ましょう。

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

ウッドブロック

手に持って演奏することも可能です。台に置いて演奏 グローバー／GV-WB8
する場合は楽器の響きや鳴りを止めない工夫が必要 ロン・ヴォーン／RVN-W2, RVN-W3
です。

スティック、あるいはマレット（木、プラスティック、
ゴム、糸）など様々な材質のものが考えられます。
発音がある程度はっきり聞こえた方が良いので
すが、楽器の響き（余韻）が感じられるようなも
のを選ぶと良いと思います。

ゴム：バルター・マレット／MB-B5R
木：バルター・マレット／MB-B7R
プラスティック：バルター・マレット／MB-B91R
布巻ゴム：ロン・ヴォーン／RVN-SBM1.5R
スティック：ベーター／PICCOLO

Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

ティンパニ・マレット

¥7,480（税込） ¥7,480（税込） ¥7,480（税込）
ハード
ハード
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

トライアングル・ビーター

使用楽器リストに掲載のマレット、ビーター製品です。
使用する楽器の状況に合わせてお選びください。
グロッケン・マレット

ヴィブラフォン・マレット

KK-TMK02 KK-TMK12 KK-TMK22

MB-B22R

MB-B23R

MB-B25R

¥7,920（税込） ¥7,920（税込） ¥7,920（税込）
木綿巻Mハード 木綿巻ミディアム 木綿巻Mハード

サスペンド・シンバル用

GV-TBS

¥660（税込） ¥13,860（税込）
ハイカーボンスチール ※6本セット販売品
の太い番手です

EM-TM1

RVN-CymM4R

¥9,570（税込） ¥14,300（税込）

発行元：コマキ通商株式会社

MB-BGP2

¥7,480（税込）
フェノリック
+真鍮芯

MB-BGP3

¥7,480（税込）
フェノリック
+真鍮芯

スティック

PICCOLO

シロフォン・マレット

MB-B7R

MB-B91R

¥6,050（税込） ¥6,050（税込）
楕円メイプル
ポリボール
φ31.7mm
φ28.5mm

バスドラム・マレット

KK-BMDY02 KK-BMDY02 KK-BMDY04

¥11,550（税込） ¥12,650（税込） ¥13,200（税込）
ライト
ライト・スタンダード スタンダード

ウッドブロック向け :楽器との相性でお選びください。

■メイプル

KK-TB5

グローバー／GV-T1SS, GV-T2GS,
GV-T1GS

K.M.K／KK-TMK02, 12, 22など

クラッシュ・シンバル アタックのニュアンスもとても大切ですが、響きやサウンドの聞かせ方、音の処理の仕方とタイ
ミングについてもしっかりイメージをもって演奏しましょう。

サスペンド・シンバル 楽器の響きをよく聞いて、良い意味で鳴りすぎないよ
うに注意してみてください。狙うポイントや角度の変
化などいろいろ試してスピード感が感じられる表現を
目指しましょう。
Percussion 3

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

■ジャトバ

PICCOLINO

KK-CSJ

■ゴム

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

■木

MB-B5R

MB-B7R

■合成樹脂

■布地+ゴム芯

MB-B91R RVN-SBM1.5R

■スティック

PICCOLO

¥6,050（税込） ¥6,050（税込） ¥6,050（税込） ¥13,310（税込） ¥1,650（税込）
Mハード
メイプル
ポリボール
ウッドブロック専用
メイプル

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。
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2021 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅲ「僕らのインベンション」

推 奨品のご紹介

■クラッシュ・シンバル

小出シンバル
11S-in18CCMH ¥92,400（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
※手革は別売りです。
「刻み」のタッチ感と、
「一発の音圧」が素晴らしい逸品。

■サスペンド・シンバル

小出シンバル
11S-S18CCMH ¥92,400（税込・ペア）

小出シンバル
808-S18CSM ¥46,200（税込）

小出シンバル
10J-in18CSM ¥46,200（税込）

●サイズ：直径18インチ、ウェイト：ミディアム・ヘビー
※手革は別売りです。
倍音のレンジが広く少しダークで豊かな響き。

●サイズ：直径18インチ、ウェイト：ミディアム
素直にナチュラルに響く、反応の良いシンバル。

●サイズ：直径18インチ、ウェイト：ミディアム
少し抵抗感を持たせ、
「タメ」の効いた立ち上がりを演出。

■タンバリン

グローバー
GV-T2GS

グローバー
GV-T1GS

グローバー
GV-T1SS“スパニッシュ・タンバリン”

●10”／ジャーマン・シルバー-ダブル
●¥45,100（税込）
硬質で明るい定番のジングルサウンド。
華やかに鳴ります。

●10”／ジャーマン・シルバー-シングル
●¥40,700（税込）
シングルのジャーマンシルバーはスッキリ
とした響き。

●10”／クリンクルド・ジャーマン・シルバー
●¥40,700（税込）
ジャーマンシルバーにジグザグの凹みを施し、
“シズル感”を加えたモデル。

■ウッドブロック

■トライアングル

マッチングの良い音程感をお選びください。

ロン・ヴォーン

グローバー
GV-WB8 ¥10,780（税込）

RVN-W2 ¥10,120（税込）

●ウォールナット材、幅17.8cm

●メイプル材、幅20.1cm

RVN-W3 ¥12,320（税込）
●メイプル材、幅22.9cm

スタジオ49
SD-Ti3 ¥22,000（税込）

アラン・エーベル
AA-L ¥26,400（税込）

グローバー
GV-TR6 ¥19,800（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φ13.5mm
●１辺6” ●つや消し仕上

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。

つや消しの特殊な仕上げを施した、
倍音豊かなサウンド。

■カスタネット
ハレ／フラメンコ・カスタネット

グローバー／柄付きカスタネット

幅

高さ

グラナディージョ

材質

グラナディージョ
フィブラ
テラ

フィブラ

フラメンコ・カスタネットの伝統的な王道の
素材。グラナディージョの無垢板削り出し成
形。天然素材ならではの個性が光ります。
積層構造の合成樹脂素材「フィブラ」から成
形。ウェイトが有り、安定したクオリティ。大
編成の中でも十分な音量です。

ファブリック（生地）素材をベースにした合
成樹脂「テラ」から成形。フィブラと同様に
ウェイトが有り、繊細かつ十分な音量。

発行元：コマキ通商株式会社

テラ

サイズは幅×高さ
で表記しています。

Sサイズ

（約��×��mm）

JL-GN�

¥��,���（税込）

JL-FP�

¥��,���（税込）

JL-TP�

¥��,���（税込）

Mサイズ

（約��×��mm）

JL-GN�

¥��,���（税込）

JL-FP�

¥��,���（税込）

JL-TP�

¥��,���（税込）

Lサイズ

（約��×��mm）

JL-GN�

¥��,���（税込）

GV-GWC3G ¥44,000（税込）

●本体素材：グラナディージョ
●柄：アルミ管、テンション調節機能付
●ポーチ付

JL-FP�

¥��,���（税込）

JL-TP�

¥��,���（税込）

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。
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打楽器のコマキ通商がお届けする、2021年度全日本吹奏楽コンクール課題曲対策！

「僕らのインベンション」
課題曲Ⅲ

カスタネットスペシャルレッスン！
カスタネットの登場で、バンド全体に華やかさを添える
つもりで表現出来ると良いですね。後半の盛り上がる情熱
的な場面でも、芯がありクリアな音色でバンドのリズムを
支えて下さい。この曲には軽やかで明るい音色のカスタネッ
トが合います。楽器を選ぶ際には、材質（木材・合成樹脂など）
によってもキャラクターが全く違うので、是非色々な種類
のカスタネットを実際に試してみて下さい。また、いくら
音色が良くても肝心の演奏で扱いにくい物だと余分なスト
レスがかかりますので、自分の手の大きさに合った演奏し
やすい楽器を探すことも大切です。

❶カスタネットを膝打ちする場合

紐の結び目を下にして中指（又は人差し指のどちらかや
り易い方で）を下から通し、外側の紐の横を親指でしっか
りと固定します。必要であれば片方の足を乗せる台を用意
して下さい。高さは自 分が演奏しやすい高さで構いません
が、目線が下に下がり過ぎないようしっかりと指揮者を見
ましょう。
この曲で一番出てくるこのリズムを練習し
ましょう。注意点としては、３連符の時に左
右の音色がでこぼこにならないように練習するこ とが挙げ
られます。（利き手じゃない方がこもった音色になりがちで
す）遅いテンポからだんだんと速くしていき、出来るよう
になったら音量を変化させたりアクセントをつけた りして
練習して下さい。

＊ロール
曲の最後にロ
ールが出てきま
す。ロ ー ル の 場
合 は、親 指 を カ
スタネットの中
央から紐寄りの
部分に構えてカ
スタネットから
少し離し、膝に打つ前に親指に当ててから叩きます。そう
すると、１回のストロークで「タ・トン」と音が２回鳴り
ますね。これを両手で１つ打ちの要領で速くしてい くとロ
ールになります。膝の角度でロールのし易さが変わってく
るので、自分に合う角度を研究してみて下さい。

親指に当ててから膝に打ち（タ・トン）、左右交互に速くし
ていきます。手首よりも腕を使い、少し膝に押さえつける
イメージです。慣れてくると、ロールは柄付きカスタネッ
トでやる方法が一番やりやすいかもしれません。

❸フラメンコ奏法で演奏する場合

フラメンコ奏法の良いところは、多様な音色を出せて繊
細なニュアンスまで表現出来ることだと思います。「この機
会にカスタネットを深く追求してみたい」「時間があるから
いろいろな奏法で練習してみたい」など意欲のある方は是
非挑戦してみて下さい !

【カスタネットの持ち方】
ま ず、カ ス タ ネ ッ ト は
左右で音の高さが違いま
す。高 音 の カ ス タ ネ ッ ト
に は、紐 の 穴 の 上 の と こ
ろに溝のような目印がつ

け ら れ て い ま す。印 の あ
る 高 音 を 右 手 に 持 ち、印
のない低音を左手に持ち
ま す。
(�) 紐をゆるめて紐の結び
目を下にして親指を下か
ら 通 し ま す。そ し て 親 指
の第一関節を中心にその
両側に紐がくるように調
節 し 紐 を 締 め ま す。親 指
を 伸 ば し た 時 に、カ ス タ
ネットの口が２ ~３ cm 常
に開いている状態がつく
れているか確認して下さ
い。こ こ で の 紐 の 調 節 が
演奏の出来を左 右しますので、しっかりと手になじむ感覚
を掴んで下さい。
(�) 手のひらを自分の身体の方に向け、肩、両腕の力を抜い
て手首を軽く内側に向けます。

【基本奏法】
「カレティヤ・タン」という基本的な奏法があります。右
手を、小指（カ）
・薬指（レ）
・中指（ティ）
・人差し指（ヤ）
の順でひっかくように打ち、最後に左手の中指で打ちます
（タン）
（左手が弱い方は薬指も一緒に打ってあげるとやり易いかと
思います。）

打楽器奏者。国立音楽大学打楽器卒業。
現在、フリーの打楽器奏者としてＮＨＫ交響楽団・読売
日本交響楽団・東京都交響楽団を中心にオーケストラで
の演奏や海外ツアーに参加。また、室内楽や音楽鑑賞教
室なども精力的に行い、幅広く活動している。大学卒業
後から始めたフラメンコも８年以上習い、カスタネットだ
けでなく踊りや伴奏なども習得中。
これまでに打楽器およびマリンバを森山高義・森山治代・
百瀬和紀・神谷百子・植松 透・石内聡明・宮崎泰次 郎
の各氏に師事。

＊ロール
前述では「カレティヤ・タン」を速くしていくとロール
になると書きましたが、初心者にとっては その方法では難
しい方も多いと思います。この曲では速いテンポで３小節
間だけなので、下記譜例のように、音符の数を決めてしま
うのも手です。どんなテンポになっても数を決めてしまえ
ば安定して叩くことが出来ます。私の場合、�� 符音符を１
拍に３つ入れる「タン（左）ティ・ヤ（右）」、４つ入れる「タ
ン（左）・レ・ティ・ヤ（右）」の手順で行います。

手順 [タン・ティ・ヤ / タン・ティ・ヤ / タン・ティ・ヤ]

タン！

手順 [タン・レ・ティ・ヤ / タン・レ・ティ・ヤ / タン・レ・ティ・ヤ]

タン！

【曲へのアプローチ】
Percussion ３

❷柄付きカスタネットで演奏する場合

これを段々と速くしていくとロールになり ます。これを繰
り返し練習し、各指の独立と大きな音を出せるように指の
筋力をつけることが必要になります。

スネアドラムのスティックの持ち方で柄付きカスタネッ
トを持ち、膝に打ちます。スティックのように持って叩け
るものもありますが、それでぐらぐらしてしまう場合は、❶
の膝打ちの奏法と同様に、カスタネットの紐の横を親指と
人差し指でしっかりと固定し、それ以外の指で柄の部分を
持ちます。その時にカスタネットの響きが止まってしまっ
ていないか注意しましょう。演奏手順は、普段の基礎打ち
で行うリズム練習と同様で大丈夫です。柄付きカスタネッ
トを使う場合、紐が柄にしっかりと固定されていないと不
安定になり演奏しづらくなりますので、紐の調節をきちん
としましょう。
＊ロール
柄付きカスタ
ネットでのロー
ル は、柄 の 先 の
方を持ち親指で
カスタネットの
中央を軽くおさ
えてかまえます。

レッスン執筆：竹泉晴菜

【課題曲 III での奏法について】
「カレティヤ・タン」を練習して、ある程度指が独立して動
かせるようになったら、曲中のリズム の練習をしましょう。
このリズムの場合、２種類の演奏方法
が考えられます。

➀左（タン）、右（レ・ティ・ヤ）、左（タン）
➁左（タン）、左（タン）・右（ティ・ヤ）、左（タン）

➀の手順で演奏する場合
薬指の音が弱くなり三連符が流れてしまわないようにす
ることがポイントになります。

➁の手順で演奏する場合
三連符が安定する手順にはなりますが、左手（タン）を
多く使うため左手（タン）の指の筋力と持久力が必要にな
ってきます。両方練習し、リズム・音量・音色が安定する

手順を選びましょう。また、sf などのアクセントが出てきた
時に、指だけでは限界があるので、腕の力を抜き手首のス
ナップを使うと、大きな音量を力まず演奏することが出来
ます。

[��]~ カスタネットの登場でパッと全体の音色が明るくな
るように演奏しましょう。軽やかで心地良い音色をイメージ
して下さい。８分の６拍子 +４分の３拍子の２小節単位で横
の流れを意識出来ると良いですね。他の楽器とリズムのニ
ュアンスを揃えることも大切です。

Percussion �

[���]~ バンド全体も ff で鳴っているので、カスタネット
もしっかり通る音で鳴らしま しょう。どの奏法でも、手首
や腕に力が入らずに楽に大きな音を出せるように訓練が必
要です。打 楽器全体で大きな流れを作れると良いと思いま
す。
[���]~ 頭に sf がある小節が４回続く時に、テンポが重く
ならないように、クライマックスに向け勢いがあると良い
です。速いテンポですが、最後のロールの演奏前にすばや
くロールの構えを作ることも大事です。

竹泉さんご本人による演奏あり！
映像はこちらでご覧ください



https://komakitsusho.co.jp/suisou/����rp�-cast.html

発行元：コマキ通商株式会社 RP� - page�

