


もくじ 
活動概要……………………………………1 
年間行事……………………………………2 
部費…………………………………………3 
部員実態調査………………………………4 
パート紹介…………………………………5 
今後の活動…………………………………8 

おけみんとは？ 
東京都立大学管弦楽団の活動や楽器について説明する冊子です。わからないことは楽団公式
TwitterやLINE、メール等でお気軽にお問い合わせください！ 
→最終ページに問い合わせ先をまとめています。 
※活動例は2019年のものです。施設利用制限等の状況により変更となる場合があります。 



 
5月ごろのスプリングコンサート、11月ごろの定期演奏会を大きな目標とし、

その他にもアンサンブルコンサートや出張演奏などを行います。演奏だけでなく、
練習計画の立案、練習場所の確保、楽器の運搬、演奏会の運営なども学生で行うた
め、他学年、他学科、他パートと色々な人との交流ができます！ 

◆正規練(全体練習)時間 

授業期間中：木曜(演奏会直前は火曜も) 18:00～21:00  土曜 16:30～19:30 
長期休業中：火曜・木曜・土曜 16:30～19:30 

★アンサンブルコンサート練習、自主的な合奏、管パート練等行う場合があります。 
※弦パート練は土曜・長期休業中に1.5h行う場合があります。 
※土曜・長期休業中は借用場所の都合により時間が変更となる日もあります。 

◆活動場所 
南大沢キャンパス(学生ホール、7 号館音楽室、1 号館教室、講堂大ホールなど) 
周辺外部施設(南大沢文化会館など) 
部室：学生ホール223 
 
◆練習の流れ　　　 

大まかには、以上の三つのステップを行き来しながら曲を作り上げていきます。 

13:00 14:30   16:10   16:30            18:00 19:30 21:00

（火・）木 （3限）  （4限）  ★ 正規練

土(・休暇中) 弦パート練  ★  正規練 ★
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活動概要

個人・パート練習 

まずは個人で譜読み。
先輩とのマンツーマンや
パート練習も行います。

自主合奏 

学生のみで行う合奏。 
意見の交換・意識の共有
をして高めあいます。

先生合奏 

トレーナーの先生や 
指揮者の先生から 
ご指導いただきます。



 

この他に出張演奏も随時受け付けております。 
普段の演奏会とはまた違った楽しさを味わうことができます！ 
※2019年の例です。今年度の活動は変更となる場合があります。 
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年間行事

4月 入学式 
新歓イベント

5月 スプリングコンサート
6月 新歓ハイク 

アンサンブルコンサート 
半期反省会

7月 府大戦
8月 前期期末試験
9月 夏合宿 

横国交歓会 
選曲部会

10月
11月 大学祭「みやこ祭」 

定期演奏会
12月 半期反省会 

(役職引き継ぎ)
1月
2月 後期期末試験
3月 春合宿 

4年生卒業式 
選曲部会 
アンサンブルコンサート

例年は開式前と式中の二度 
演奏させていただきます。

学内でのコンサートです。 
1年生の初舞台となります！

６泊7日山梨県での合宿。 
濃密な練習はもちろん、 
企画オケの発表など 
楽しみも色々！

演奏喫茶「四季」を出店。 
一年生中心に運営します！ 
他にも豚汁屋台を出します。

試験期間は活動お休み。

卒業する4年生主催の 
コンサートです。

奥多摩・鳩の巣で一泊！

大阪府立大との総合競技大会。 
管楽器の人がブラスで応援！

横浜国立大学管弦楽団さんと 
一緒に演奏します。数少ない 
他大との交流チャンス！

その年の集大成となる演奏会。

6泊7日、千葉県で行います。



 
2019年度の例では、1年生は年間で以下の費用がかかります。 

(*1)4分の3はトレーナーの先生方への謝礼、残りは諸活動費となります。 
(*2)宿泊費、食事代、バス代等になります。 
(*3)会場費、指揮者・ソリストへの謝礼、広告費等になります。 
※一部は場合によって変動します。 

決して安くはありませんが、多くが先生方への謝礼や、練習場所の確保に充てられ
ています。努力次第で金額以上の経験をすることができます！ 
また、当楽団は基本的に南大沢キャンパスで活動しているため、他キャンパス(日

野・荒川)、他大学の方は場合によっては部費の優遇があります。詳しくは団員までご
相談ください。 

入部金 ¥2,000

楽器購入積立金 ¥2,000

毎月の部費(*1)
7～11月 ¥2,000×5=¥10,000

12～3月 ¥2,500×4=¥10,000

合宿費(2回合計) (*2) 約¥112,000

定演・スプコンノルマ(合計)(*3) 約¥45,000

外部施設利用代 (必要に応じて月¥0～500)

その他レセプション代、ポケットスコア代等(任意)
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　　　　部費



 
◆入部理由 
弦と合奏したかったから/管と合奏したかったから/ひな壇に憧れて/楽器を続けたかっ
たから/オケを続けたかった・興味があった/クラシック音楽が好きだったから。/複数
楽器で一つの曲を奏でてみたかったから/人と演奏したかったから/特定の楽器に興味が
あったから/新歓の先輩方の雰囲気が良かったから/華やかさに憧れて/大きなホールで
演奏ができるため/かっこいいから/サークルでゆるゆるやるんじゃなくて、部活でしっ
かりやりたかった/管弦楽団と吹奏楽団とで迷っていたとき、勧誘されたから/初心者で
もいいよって言ってくれたから 
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　　　部員実態調査

他

室内楽
5%

弦楽
13%

管弦楽
34%

吹奏楽
39%

理系
56%

文系
44%

他大
日野
2%

荒川
7%

南大沢
80%

大学
15%

高校生
32% 中学生

41%

～小学生
12%

なし

不定期

4日
10%

3日
32%

2日
22%

1日
5%

元運動部も！

◆高校での部活は？ ◆今の楽器の経験はいつから？

◆文系？理系？ ◆所属(予定)キャンパスは？ ◆バイトは週に……

他キャンも 
大歓迎！



 各パートマスターより、楽器の紹介です！ 

フルート Fl. 
木管楽器の中で最も高い音を担当する横笛 
なんと…！木管なのに材質は金属が主流……！！ 
華やかで澄んだ高音も、柔らかくてあたたかい低音も、とても魅力的…… 
オーケストラでおいしいソロを任されることも多いので大活躍できます！ 

オーボエ Ob. 
オーボエの魅力は何と言ってもその音色！華やかななかにも哀愁漂う、言葉で

は言い尽くせない美しさです。オケの花形楽器としてソロを任されることも多く、
甘美な音色で歌い上げます。一度聴けば虜になること間違いなし！ 

クラリネット Cl. 
木管後列左側、クラリネットパートです！ クラリネットは深く柔らかい音で

オーケストラを支えることもあれば、真っ直ぐな音色でソロも吹いちゃう幅広い役
割がある楽器です。目立つ機会も多い！ 皆を支えたいあなたも、かっこよく目立
ちたいあなたも、私たちと一緒にクラリネットを奏でませんか？ 

ファゴット Fg. 
　ただ今、ファゴットパートは存亡の危機でございます。このままだと定演の乗り
番に空きがでてしまいます(絶叫)。サークル選びに迷っている新一年生もコロナ禍
で入部を逃してしまった新2年生も、みんなみんな大歓迎でございます。だからと
にかくファゴットパートに入ろう！ 
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パート紹介

木管楽器



 

ホルン Hr. 
オーケストラの左奥の方に居るのがホルンパート！ 
ホルンは金管楽器の中で1番音域の幅が広い楽器です。世界一難しい金管楽器と

してギネスにも登録されています。オーケストラではソロを吹いたりハーモニーを
奏でたり活躍の場がとても多いです！ 

トランペット Tp. 
こんにちは！トランペットパートです！ 
トランペットはオーケストラに華を添える楽器です♪ 
今年は3年生2名で活動しています(^^)新入生のみなさんの体験・入部をお待ち

しています！！ 

トロンボーン・チューバ  Trb. Tub. 
トロンボーン&チューバパートは力強い中低音でオーケストラを支えています。

伴奏もあれば旋律もあり、時々ソロもある美味しいパートです！ 
現パート員は2年生2人と4年生1人の計3名で超超人不足です。初心者でも他大

生でも誰でも大歓迎なので少しでも興味あったら入ってください！！！楽器はいか
ついですがパートの雰囲気はまったくいかつくありません。トロチュー存続のため
に、よろしくお願いします！！！ 

打楽器とは。ひとえに「打つ」楽器です。しかしながらその音色は時として豊
かな自然のように雰囲気を作りだし、またある時はその一打を持って大きく流れを
変えてしまう…そんな無限の可能性を秘めた楽器、それが打楽器です。さらにこの
楽器の魅力的な所は、奥が深いにも関わらずだれでも音を出せてしまうことです。
なので、体験したいときは気軽に声をかけて下さい！ 
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金管楽器

打楽器



 

ヴァイオリン Vn. 
ヴァイオリンは弦楽器の中で1番小さい、高音域担当の楽器です。オケでは

1st、2ndの2つのパートに分かれて演奏しています。1stは主にメロディー担当、
2ndはメロディーから伴奏まで様々な役割を果たしています。本番は含め弦楽器で
最も人数が多くなり、たくさんのOBOGと交流できてとても楽しいです！ 
といいつつも現在は人数不足となっています。是非ヴァイオリンに入って下さ

い！(特に経験者歓迎です！) 

ヴィオラ Va. 
こんにちはヴィオラパートです！ ヴィオラは、ヴァイオリンより少し大きい楽

器で中低音を奏でます。とても魅惑的なその音で、時にメロディ、時に伴奏と様々
な部分を弾きます！なんと天皇陛下もご趣味でヴィオラを演奏されています！天皇
の楽器、ぜひ一緒に奏でましょう♪ 

チェロ Vc. 
チェロパートです！チェロは人の話す声に近いと言われる、深みや温かみがあ

る音色が魅力です。4つの弦楽器の中で2番目に大きく、低音から高音まで幅広い
音域が出せちゃいます！ 
チェロの音に、あなたも惚れること間違いなし！ 

コントラバス Cb. 
コントラバスパートです。コンバスパートはオーケストラの弦楽器の中で一番

音が低い楽器で、その重厚さでオケを支える縁の下の力持ちなパートです。ただそ
の一方で、高音も美しく出すことができ、その汎用性からメロディーラインやソロ
等で低音と高音の入り混じったきれいなメロディーを演奏することもあり、奥が深
い楽器です。 
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弦楽器



 
◆募集人数 ※推奨自持ちの楽器は、ない場合要検討　　◆お問い合わせ先 

最新の情報は各種SNSにて配信します！ 

メール：
tmu_orchestra1960@yahoo.co.jp 
HP：http://2019hp.starfree.jp 

Twitter 
新歓全体　：@tmuoke_shinkan 
木管　　　：@tmuoke_woodwind 
金管打楽器：@tmukinda 
ヴァイオリン・ヴィオラ 

：@tmuoke_vnva 
チェロ・コントラバス 

：@tmuorch_vccb 

Instagram：@tmuoke_shinkan 

◆入部を迷う新入生に部員から一言！ 
大学から新しいことをやってみたい方、オーケストラ一緒にやりませんか？個性豊かな部員と楽
器たちが入部をお待ちしております（╹◡╹）/不安や疑問があれば、何でも部員に聞いてくださ
い。/クラシック楽しいよ/大きなホールでたくさんの人に演奏を届ける経験は一生の財産になる
と思います！/迷うなら入部！/やりがいは文化部トップだと思いますよ……っ！！/南大沢は
ラーメンがおいしいよ/感染対策にもしっかり取り組んでいます。入部お待ちしています！/友達
いっぱいできて大学生活楽しくなるので絶対入った方がいいです！/弦楽器と管楽器が一緒に演
奏することができるオーケストラはなかなかできない経験です。クラシック音楽も奥が深く、聴
くだけでなく演奏することでより深く味わえます。年に2回の演奏会に向けて皆で切磋琢磨しな
がらシビアに楽しく活動しています。部員も音楽が大好きな人や、思いやりのある優しい人ばか
りです！音楽未経験者でも大歓迎です！入部お待ちしています☺/音楽するのにお金がかかるの
は事実ですが、一生の仲間ができます。/とりあえず始めてみるのもまた人生/先輩優しいし、部
活でしっかりやりたい！って考えてる人にはもってこいだと思います♡/音楽系の部活サークル
だけでも色々あるし、色々な所を見て自分に合う所を探せればいいんじゃないかな。それで最終
的に管弦楽団を選んでくれたら嬉しい。 
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今後の活動

楽器 募集人数 学校楽器

フルート 1～2 1

オーボエ 2～3 推奨自持ち 

クラリネット 1 1

ファゴット 1～2 推奨自持ち

ホルン 4～ 3

トランペット 2～3 1

トロンボーン 2 2

チューバ 1 1

打楽器 1 -

ヴァイオリン 15 2

ヴィオラ 3～4 2

チェロ 3～4 2

コントラバス 3～4 あり



チェロ 
コントラバス

ヴァイオリン 
ヴィオラ⾦管・打楽器

Twitter

⽊管

Instagram LINE

QRコード集 
下4つはTwitterです


