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Ⅳ

吹奏楽のための「エール・マーチ」宮下秀樹・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】

少し落ちついたテンポのマーチで、「ヨーロッパ出身の作
曲家」のマーチの作風に似ている部分が感じられますね。
そしてちゃんと４分の２で書かれているのは良いです。
打楽器はティンパニが無く、とてもシンプルに書いてあ
りますが、雰囲気や表情を大事に出来ると良いですね。

【各パートへのアドバイス】
Percussion �：スネアドラム

この曲でとても重要なパートです。管楽器と同じリズム、
キャラクターという側面もありますが、ソリストを務める、
くらいのつもりでしっかりとバンドを引っ張っていけると
良いですね。
また、q ＝��� くらいの場合、ロールの打数、ストローク
の数をしっかり意識して演奏しないと、長さや質が不安定
になりがちです。奏者ごとに “ 自分に合ったロール ” を研
究してみましょう。

【Ａ】はバスドラムが休みなので、特にメロディや伴奏を
理解した上で演奏しましょう。
（タンタカ）のリズム
は平坦にならないように。“ キャラクター ” を考えましょう。

【Ｃ】、【Ｅ】は木管楽器と同じリズムの伴奏です。f です
が木管楽器とのバランスを考えて。音量だけにならないよ
うにしましょう。
【Ｅ】、【Ｆ】のアウフタクトの�� 分音符は、ソロを聴かせ
るようなつもりで。
[��] 小節目からのフレーズは、３連符からの �� 分音符の
リズムです。
「ゆるい」表現にならないよう、リズムの違い
がハッキリ分かるように演奏しましょう。
[���] 小節目。木管楽器が歌うフレーズに対し、細かいリ
ズムでテンポを作りましょう。ここはダイナミクスが p で
すが、少し積極的にアピールして、スネアの音をキャッチ
しもらえると良いですね。

[���]・[���] 小節目の装飾音符は、手順を決めておきま
しょう。様々あると思いますが RLL、RRL のどちらかが良
いかなと思います。

Percussion �：バスドラム

マーチの要ですが、休みも多い楽譜ですね。だからこそ、
演奏する場面は存在感をしっかり示しましょう。
【Ｂ】からの４分音符は、低音パートと音の長さを合わせ
ましょう。バスドラムの音の長さで曲全体の雰囲気も変わ
ってくると思います。

Percussion �：

クラッシュ・シンバル
この曲では、シンバルは全員で演奏している場面がほと
んどです（【Ｉ】は例外 )。バンドのサウンドに華やかさや、
色を足すようなイメージで演奏しましょう。
冒頭・【Ｇ】・【Ｋ】～はとても明るいサウンド、【Ｃ】・【E】
は少し重厚なサウンドが良いと思います。
【Ｆ】の前 sff ∧はこの曲の中で１番のシンバルの見せ所で

す！シンバルの音の中から【Ｆ】からの音楽が出てくるよ
うなイメージですね。３つの８分音符の ff は、クレシェン
ドにならないようにしましょう。２拍目の音を出した後に
sff の準備をしましょう（とても短い時間ですが）。

【Ｉ】は音量は控えめに、音色を大事に演奏しましょう。
最後の２小節間の８分音符ですが、音の処理を丁寧に。
止める事ばかりを優先しないようにしましょう。
サスペンド・シンバル
バンド全体のクレシェンドをしっかりサポートしたいで
すね。
【Ｊ】に入ると演奏人数がいきなり減ります。バンドの音
量をしっかりキャッチしましょう。どこのタイミングで楽
器からマレットを離すかがポイントになります。

レッスン執筆：山口大輔

打楽器奏者、ソナー・SQ� クラシカル・アーティスト

Percussion �：

グロッケンシュピール
木管楽器とほとんど同じ動きですので、アーティキュレ
ーションを丁寧に合わせましょう。
【Ｆ】の前、【Ｈ】の前、最後は音の処理、止め方を丁寧
にしましょう。
トライアングル
マーチには珍しくトライアングルが出てきます。しかし
かなり重要な役割です。
【Ｄ】は＋（＝クローズ）と ○（＝オープン）の音の違いを
明確にしましょう。クローズの時の音の止め方を研究して
みましょう。
※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／「吹奏楽のための『エール・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 弊社当該商品

Percussion 1

スネアドラム

明るく、歯切れの良いサウンドを意識しましょう。
リズムがとても大事です。

マジェスティック／MJ-MPS1450MB,
MJ-MCS1465MA
ソナー／SQ-1406SD-EHI

重すぎずコントロールしやすいものを。

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

Percussion 2

バスドラム

シンプルなリズムですが低音とのアンサンブル
を意識しましょう。

レフィーマ／LF-BD132S, LF-BD32S

発音と響きを意識したマレット選択を。
柔らかすぎない方がよいですね。

K.M.K／KK-BMDY02, KK-BMDY03
アンコール・マレット／EM-B1, EM-B3
（バスドラムのサイズに応じて。）

Percussion 3

クラッシュ・シンバル

しっかりと響きの出る少し厚めの楽器がよいで
すね。

小出シンバル／11S-S18CCM,
11S-in18CCMH

─────────

─────────

サスペンド・シンバル

しっかりと響きの出る少し厚めの楽器がよいで
すね。

小出シンバル／808-S18CSM
ターキッシュ／TU-CL18CMT

響きをコントロール出来る、毛糸巻きのマレットがよい アンコール・マレット／EM-TM1
ですね。

マジェスティック／MJ-B3125S

少し硬めでハッキリと柔らかめのコントロール出来る
マレットを。

マイク・バルター／MB-BGP2, MB-BG5,
MB-BG6

少し太めのビーターが良いと思います。

K.M.K／KK-TB5
グローバー／GV-TBS

Percussion 4

グロッケンシュピール 木管とのアンサンブルを意識しましょう。
音程がよく、響きがよいものを。
トライアングル

発行元：コマキ通商株式会社

クローズ奏法もありますのでコントロールのしや スタジオ49／SD-Ti3
すさが大事です。ホルダーも相性の良いものを。 グローバー／GV-TR6

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Ⅳ「吹奏楽のための『エール・マーチ』
」

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）

マジェスティック
MJ-MCS1465MA ¥82,500（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5インチ
●シェル材：メイプル12mm

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ6.5インチ
●シェル材：メイプル/カバリング仕上げ

●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

「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。

「パターソン」のストレートケーブルを採用した、クラシック向け
のシンプルなスネアドラム。リーズナブルな価格です。

■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。

しっかりした作りのビーチシェルの鳴りを、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。コイル線のオーソドックスな響きです。

■サスペンド・シンバル

小出シンバル
11S-S18CCM ¥92,400（税込・ペア）

小出シンバル
808-S18CSM ¥46,200（税込）

ターキッシュ
TU-CL18CMT ¥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。
サウンドレンジが広く、厚みのある響きでアンサンブルを
大きく包み込みます。

●サイズ：直径18インチ、ウェイト：ミディアム
繊細なタッチにも反応良く響く、高品質なシンバル。

●サイズ：直径18インチ、ウェイト：ミディアム・シン
トルコ製のオーソドックスなサスペンド・シンバル。

■グロッケンシュピール

■トライアングル

マジェスティック
MJ-B3125S ¥149,600（税込）
●音域＝G59～C88／30音（2.5オクターブ）
●音板材：ハイカーボン・スティール
音板幅：32mm／音板厚：10mm
極厚の音板からキラキラのサウンドが轟きます。

Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

■メイプル

PICCOLO

■ジャトバ

PICCOLINO

KK-CSJ

■フェルト巻

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

●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のサウンド。

つや消しの特殊な仕上げを施した、倍音豊かな
サウンド。

グロッケン・マレット

KK-BMDY02 KK-BMDY03

トライアングル・ビーター

■ボア巻

EM-B3

EM-B1

¥11,550（税込） ¥12,650（税込） ¥7,700（税込） ¥8,030（税込）
ライト
ライト・スタンダード ジェネラル
ソステヌート

使用するバスドラムのサイズに合せてお選びください。

発行元：コマキ通商株式会社

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

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。

バスドラム・マレット

スティック

スタジオ49 SD-Ti3 ¥22,000（税込）

MB-BGP2

MB-BG5

MB-BG6

¥7,480（税込） ¥6,050（税込） ¥6,050（税込）
フェノリック
ブラス球
アルミ球
+真鍮芯
φ15.9mm
φ22.2mm

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-TB5

GV-TBS

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

サスペンド・
シンバル用

EM-TM1

¥9,570（税込）
マリンバ用の小振りな
ヘッドながら、ウェイト
のあるマレット。
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