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龍谷大学 
吹奏楽部

年間スケジュール

　龍谷大学吹奏楽部は1968年創部。1983年に、より高い音
楽性・技術を目指し、若林義人氏を中心に指導体制を充実さ
せた。1986年には佐渡裕氏指揮で全日本吹奏楽コンクールに
初出場。1992年に若林氏が音楽監督・常任指揮者に就任。
　これまで全日本吹奏楽コンクールにおいて金賞8回、銀賞
10回受賞。また、全日本アンサンブルコンテストにおいては、
金賞3回、銀賞3回受賞。
　21世紀の” 響宴 ”（第 4 回、第 7回、第10 回、第13回、第
16回）に出演。若林氏が監修する「ラブ・ポップ・ウィンズ」（株
式会社ウィンズスコア）のCDレコーディングにも積極的に取
り組み、2008年12月にはセッションレコーディングによる初
のCD自主制作を行うなど、これまでに13 枚のCDをリリー
スしている。サマーコンサートでの斬新なステージマーチング
ショー、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールでの本格的な定期演
奏会は好評を博し、人気・実力共に関西を代表する全国屈指
の学生バンドとして活躍している。(2015年4月現在)
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全日本アンサンブルコンテスト京都府大会
西本願寺の御堂演奏会

全日本アンサンブルコンテスト関西大会
ウィンズスコア社CD制作

吹奏楽フェスタin徳島
サマーコンサート
地域等からの依頼演奏

東日本大震災追悼演奏
卒業式
全日本アンサンブルコンテスト全国大会

入学式
フレッシャーズキャンプ
地域等からの依頼演奏

野球応援 （龍産戦）
親和会総会
地域等からの依頼演奏

兵庫県朝来市演奏会
高校生との合同練習

全日本吹奏楽コンクール京都府大会
全日本吹奏楽コンクール関西大会
部員全員での強化合宿
夕照コンサート
吹奏楽フェスタin大阪

吹奏楽フェスタin奈良
滋賀県守山市演奏会
地域等からの依頼演奏

全日本吹奏楽コンクール全国大会
地域等からの依頼演奏

吹奏楽キッズコンサート
吹奏楽フェスタin石川
地域等からの依頼演奏

定期演奏会 （びわ湖ホール）
定期演奏会特別公演in大阪 （ザ・シンフォニーホール）
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吹奏楽部の1日

8:00

9:00-15:00

15:00-17:00

17:40-20:00

20:00-21:00

21:00-22:30

起床

授業

就寝

帰宅
友達と遊んだり

自主練習

部活動
in 瀬田キャンパス

深草-瀬田間は
スクールバス
移動で楽 ！々
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深草から瀬田へ 
スクールバスで楽々移動！
深草キャンパスからはスクールバスが便利です

全体練習
先生の指揮の元、全体で演奏。
細かいチェックをうけながら
全体のハーモニーを
つくっていきます。

パート練習
大切なパート練習。
一人でもパートみんなでも
しっかり時間をかけて練習します。

収録日：
2007 年 5 月27 日
LPW-0701

価格： 

1,400円（税込）

収録日：
2010 年 5 月 8、9 日
LPW-1001

価格： 

2,880円（税込）

収録日：
2007 年 9 月 14 日
LPW-0702

価格： 

1,400円（税込）

収録日：
2011 年 5 月7、8 日
PW-1101

価格：

2,880 円（税込）

収録日：
2008 年 3 月 1 日、 
2008 年 9 月 18 日
LPW-0901

価格：

1,400 円（税込）

収録日：
2012 年 5 月5、6 日
PW-1202

価格：

2,880 円（税込）

青朋館総合練習場にて収録
発売元：ウィンズスコア

青朋館総合練習場にて収録
発売元：ウィンズスコア

青朋館総合練習場にて収録
発売元：ウィンズスコア

青朋館総合練習場にて収録
発売元：ウィンズスコア

青朋館総合練習場
にて収録
発売元：ウィンズスコア

青朋館総合練習場にて収録
発売元：ウィンズスコア

瀬田キャンパス

「青朋館」 総合練習場
青朋館総合練習場は、300㎡を超える空間を有し、
160名もの吹奏楽部員が一同に演奏することがで
きます。
また青朋館は総合練習場のほかにも、６つの練習
室と小合奏室・指揮者室を備えており、練習施設と
して日本最大級の規模を誇ります。

これまでに発売された吹奏楽CDです。全国で販売されています。

ラブ・ポップ・ウィンズα

ウィンスコセレクト
Disney at the Movies

ウィンスコセレクト
オペラ座の怪人

ウィンスコセレクト
ハリウッド・マイルストーンズ

ラブ・ポップ・ウィンズβ ラブ・ポップ・ウィンズθ

Disc

Floor Guide
フロアガイド
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深草から瀬田へ 
スクールバスで楽々移動！
深草キャンパスからはスクールバスが便利です

見学できます
随時受付中！

パート練習
大切なパート練習。
一人でもパートみんなでも
しっかり時間をかけて練習します。

収録日：
2015 年 3 月7、8 日
LPW-1409

価格：

2,808 円（税込）

収録日：
2009 年 12 月23 日
CACG-0149

価格：

2,880 円（税込）

収録日：
2008 年 12 月7、8 日
CACG-0130

価格：

2,880 円（税込）

収録日：
2010 年 12 月25日
ACG-0164

価格：

2,880 円（税込）

収録日：
2013 年 12 月21 日
CACG-0215

価格：

2,880 円（税込）

収録日：
2014 年 12 月23 日
CACG-0229

価格：

2,880 円（税込）

収録日：
2012 年 12 月24 日
CACG-0198

価格：

2,880 円（税込）

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 
大ホールにてライブ収録 
発売元：CAFUAレコード 

八幡市文化センター大ホールにて収録
発売元：CAFUAレコード 

青朋館総合練習場にて収録
発売元：ウィンズスコア

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 
大ホールにてライブ収録
発売元：CAFUAレコード 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 
大ホールにてライブ収録
発売元：CAFUAレコード 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 
大ホールにてライブ収録
発売元：CAFUAレコード 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 
大ホールにてライブ収録
発売元：CAFUAレコード 

全日本吹奏楽コンクール大会結果

アンサンブルコンテスト大会結果

ウィンスコセレクト
ハリウッド・マイルストーンズ

ウィンスコセレクト
ラテン・セレクション

酒井格
藍色の谷

O・レスピーギ
交響詩 「ローマの祭り」

外山雄三
吹奏楽のためのラプソディ

Z.コダーイ
組曲 「ハーリ・ヤーノシュ」

D・ショスタコーヴィチ
交響曲第5番 「革命」より

酒井格
ティンパニ協奏曲ラブ・ポップ・ウィンズθ

1986 年 自由曲：組曲 「ハーリ・ヤーノシュ」（Z.コーダイ／上埜 孝） 指揮：佐渡裕

1992 年 自由曲：組曲 「仮面舞踏会」よりワルツ、ロマンス、ギャロップ （A.ハチャトゥリアン／上埜 孝）

1993 年 自由曲：交響詩 「海」より 第3楽章 風と海との対話 （C.ドビュッシー／上埜 孝）

1995 年 自由曲：「シンフォニエッタ より III. V. 」（L.ヤナーチェク ／上埜 孝）

1996 年 自由曲：「スペイン狂詩曲より」 祭り （M.ラヴェル／八田 泰一）

1998 年 自由曲：「夜想曲」より 祭り （C.ドビュッシー／建部 知弘）

1999 年 自由曲：「エル・サロン・メヒコ」（A.コープランド／ M.ハインズレイ）

2000 年 自由曲：組曲 「惑星」より 木星 （G.ホルスト／建部 知弘）

2002 年 自由曲：「三角の山」（酒井 格）

2003 年 自由曲：「森の贈り物」（酒井 格）

2004 年 自由曲：「七五三」（酒井 格）

2006 年 自由曲：「波の通り道」（酒井 格）

2007 年 自由曲：「また一緒」（酒井 格）

2008 年 自由曲：「藍色の谷」（酒井 格）

2010 年 自由曲：「てぃーだ」（酒井 格）

2 0 1 1 年 自由曲：「大仏と鹿」（酒井 格）

2012 年 自由曲：「ハンガリー狂詩曲第2番」（F.リスト／井澗 昌樹）

2 0 14 年 自由曲：交響曲第5番 より IV. （D.ショスタコーヴィチ （上埜孝））

2008 年 木管3重奏 テルツェット （A・ルムラン）

2009 年 木管3重奏 詩曲II （井澗昌樹）

2 0 1 1 年 トロンボーン8重奏 恋人は私の妻になるだろう （H.L.ハスラー /S.フランク）

2012 年 クラリネット8重奏 「ラ・セーヌ」より  I.ポン・ヌフ III.アレクサンドル三世橋 （真島俊夫）

2013 年 クラリネット4重奏 「ソナタ ト短調」より Ⅰ. Ⅱ. （T.アルビノーニ/J.ティルド）

2015 年 サクソフォン4重奏 サクソフォン四重奏曲より第４楽章 （A・ベルノー）

Contest

Concours

収録日：
2011 年 12 月23 日
CACG-0183

価格：

2,880 円（税込）

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 
大ホールにてライブ収録
発売元：CAFUAレコード 

O.レスピーギ
交響詩 「ローマの松」
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東京都出身。京都市立芸術大学卒業。在学中に京都市交響楽団に入団、卒業と同時に
安部賞を受賞。また入団当初より龍谷大学吹奏楽部の指導に当たる。トランペットを
故金石幸夫、有馬純昭、田宮堅二の各氏に師事。京都市交響楽団トランペット奏者とし
て25年６ヶ月在籍し、2007年の３月をもって退団。2007年度より龍谷大学吹奏楽
部音楽監督常任指揮者、相愛大学ウィンドオーケストラ指揮者に就任。他に生駒市立
生駒中学校吹奏楽部など、数多くのバンド指導を手がける。近年は、ジャパン・ブラス・
コレクション、ブラスパラダイス大阪、ブラス・スカラーズ大阪、ウインドアンサンブル

「奏」等に客演指揮者として招かれ、指揮者としての活動も精力的に行っている。また
龍谷大学吹奏楽部を指揮し、ウインズスコア、カフアレコードでCD録音を多数行い好
評を得ている。全日本吹奏楽コンクールで龍谷大学吹奏楽部を指揮し、金賞８回銀賞
9回受賞。2011年には全日本吹奏楽連盟より永年出場指揮者表彰を受賞。現在、龍谷
大学吹奏楽部音楽監督常任指揮者、相愛大学非常勤講師、京都市立芸術大学非常勤
講師、21世紀の吹奏楽" 響宴"会員。

「最高の4年間を一緒に過ごしませんか？」
　私は、龍谷大学の事務職員として勤務している傍ら、吹奏楽部副部長として現役生の活動をバック
アップしています。
　龍谷大学吹奏楽部は、全ての運営を学生主体で行っており、「自分たちのやりたいこと」を実践でき
るという魅力があります。例を言うと、演奏会、演奏旅行 （北海道、九州、北陸、中国地方など）、自
主制作CDの作成などは、学生達が自ら発案し、計画を立て、実践してきました。これらの活動には、
必ず「社会」との関わりがあり、未知なる数多くの体験は、皆さんの人間的成長に大きく影響すること
でしょう。そして、若林監督をはじめとするコーチ陣による指導を通じて、音楽が持つ奥深さ、豊かさ、
素晴らしさなど、音楽の新たな世界を体感することができます。
　高校までに培った経験を更に飛躍させるべく、全国から集まる160名を超えるメンバーと、最高の
4 年間を過ごしていただきたいと思います。
　皆さんの龍谷大学への入学、そして龍谷大学吹奏楽部への入部をお待ちしております。

Conductor

若林 義人
WAKABAYASHI Yoshito

龍谷大学吹奏楽部 音楽監督・常任指揮者

KURITA Masafumi

龍谷大学吹奏楽部  副部長 

栗田 雅文

Trombone
パート：トロンボーン

社会学部地域福祉学科 卒業
※2016 年度より、現代福祉学科に学科変更しています。

［見学希望等の問い合わせ］
連 絡 先：090-5254-1502 アドレス：m-kurita@ad.ryukoku.ac.jp

Message
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大阪府堺市出身。1995年大阪音楽大学卒業。1996年パリ・エコール・ノルマル音
楽院クラリネット科にて審査員全員一致の一等賞で演奏家資格、1997年高等演奏家
資格、1998年国家高等演奏家資格を取得し、首席で卒業。1999年同音楽院室内楽
科にて審査員全員一致の一等賞で演奏家資格を取得すると共に特別名誉賞を受賞し
首席で卒業。在仏中より、積極的にリサイタルを開催する一方、室内楽やオーケストラ
プレイヤーとしても幅広く演奏活動を行う。また、西日本を中心に後進への指導、コン
クール審査員を務める等活動の場を広げながら、現在はモダン楽器に加え、クラシカ
ル楽器（古典派の時代に使用された楽器及びレプリカ）奏者としても活躍中。1993年
第8回欧日音楽講座にて、ビュッフェ・クランポン奨励賞受賞。1999年パリ国際音楽
コンクールにて第1位、及び名誉賞受賞。クラリネットを浜中浩一、本田耕一、ギィ・ドゥ
プリュ、ロメン・ギュオの各氏に師事。室内楽をニーナ・パタルチェック氏に師事。現在
龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部コーチ。プレネール・クラリネットアンサンブル主
宰。「ブラスパラダイス大阪」コンサートマスター。テレマン室内管弦楽団ソロ・クラリ
ネット奏者。相愛大学音楽学部非常勤講師。

Coach

児玉 知郎
KODAMA Tomoo
龍谷大学吹奏楽部 コーチ

RYUKOKU SPORTS＋ 吹奏楽部 

http://ryukoku-sports.jp/windmusic/

龍谷大学吹奏楽部 

http://ryukoku-windmusic.com/

スケジュールやブログ、活動日記、動画等、日々の活動情報をWEBサイトに掲載しています。

最新情報配信中！
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在学生メンバー
kAWAKAMI Sena

河上 世奈
　私は音楽が好きで、大学でもレベルの高いところで音楽がしたいと考
えていました。龍谷大学には日本でもトップクラスの吹奏楽部があると知
り、入学を決めました。
　入学してから、図書館司書の資格と、博物館学芸員の資格を取得する
ための勉強を始めました。2つの資格の勉強をしていくなかで、人と関わ
る能力の重要性を感じました。龍谷大学吹奏楽部では100人を越える部
員と関わりますし、部員以外にもたくさんの人と関わる機会があるので、
自然にその力が身に付きます。
　龍谷大学吹奏楽部に所属して音楽を追求することで、音楽以上のもの
が得られます。大学生活が充実すること間違いないですよ！

ONISHI Hiroshi

大西 潤
　私は、大学で小学校の頃から続けてきたトロンボーンを極めたい！そし
て、部活動を通して自分自身を成長させたい！と思い、龍谷大学吹奏楽部
に所属しました。高校までの部活とは少し違って、大学の部活は自由な時
間が多いです。もちろん、本番はたくさんありますが、その中でも自分で
時間を見つければいくらでも練習はできます。だから、練習好きな人には
素晴らしい環境だと思いますよ！また、各パートには講師の方がついてお
り、親身になってレッスンしていただいています。だから、楽器初心者で
も4年間で必ず成長できます！最後に、一度きりの学生生活を充実させる
かどうかはあなた次第です！是非、吹奏楽部にはいって実りある4 年間を
つくりましょう！

NISHIKAWA Kousuke

西川 幸佑
　僕は、吹奏楽部に入りたくて龍谷大学に入学したわけではありません
でした。理工学部ということで勉強との両立ができるか不安でした。さら
に、高校では小編成のバンドで活動していたので、全国レベルのバンド
に入ることにも少し不安がありました。しかし、『龍谷大学吹奏楽部』に出
逢って、もう一度吹奏楽がしたいと思い、入部を決意しました。入部して
みると、練習時間は授業や勉強に支障をきたすことなく、技術面では先
輩方が優しく指導してくださったので、僕の「不安」は解消されました。ま
た、普通の大学生活では経験できないようなことがたくさんあります。
　せっかくの大学生活、僕たちと共に最高の笑顔と感動をつくりましょ
う！！

SAKAI Mari

酒井 麻里
　私は高校二年生の時、初めて龍谷大学吹奏楽部の演奏会に行きまし
た。その時聴いた迫力のある演奏と立ち上がった時のキラキラした表情
が頭から離れず、龍谷大学を受験することにしました。しかし、その時の
私の学力では希望していた学科に受かりそうではなかったので、短期大
学部を踏み台とし本校の四年制に編入することに決めました。その為部
活をしていては編入の勉強をする余裕がなくなると思っていたのですが、
大学は自由で自分から行動しなくてはいけないということもあり生活が崩
れていました。そんな自分を変えたいと思い、憧れであった吹奏楽部に途
中入部しました。始めから入部していた訳ではないので受け入れてもらえ
ないのかと心配していたのですが、話したことがない同回生や先輩方か
ら笑顔で話しかけて下さり、暖かい人が多くとても安心しました。また、
全国バンドということもあり、周りの音を聴くたび、自分の意識向上にも
繋がりました。そして、演奏会では司会の仕事もさせて頂き、自分の知ら
なかった自分を見つけることが出来ました。部活をしてから周りの友達に
も「部活してから変わったね。」と言われることも増え、授業や編入に前向
きに考えるようにもなり、毎日が充実しています。そんな吹奏楽部で一緒
に生き甲斐を感じれるような大学生活を送りましょう！

　私は、龍谷大学吹奏楽部は日本一学生のやりたいことをさせてもらえる部
活動だと思います。日々の練習の組み立て、演奏会の企画や曲目決め等、そ
のほとんどが学生主体となり、ご指導いただける先生方と共に活動していき
ます。それだけ責任も重くなってきますが、この活動を通して楽器の技術だ
けでなく、より良いものを作り上げようとするプロセスの中に人として成長で
きるポイントが多くあります。

梅野 元気

Bassoon
パート：ファゴット 

文学部 日本語日本文学科

Trombone
パート：トロンボーン

経営学部 経営学科

Percussion
パート：パーカッション

理工学部 環境ソリューション工学科

Tuba
パート：チューバ 

短期大学部 社会福祉学科

UMENO Genki

ONO Aya

大野 文
　私は、全国トップレベルのバンドの中で様々な経験を積み、たくさんの
人と出会うことで自分自身成長したいと思い、龍谷大学への進学を決めま
した。
　入部してからは、いろんな夢や目標に向かって努力する人たちを日々見
ることで私自身とても良い刺激になり、音楽面や勉強面はもちろん今では
図書館司書の資格取得のために日々目標に向かって努力することができ
ています。
　音楽面においても練習の拠点は瀬田キャンパスにありますが、深草キャ
ンパスにも練習場があるため授業の空きコマなどを使って練習すること
ができるため、勉学と部活動の両立にとても役立っています。部活動でし
か得られないものはたくさんあります。大学生活で努力した分は必ず自分
の糧となって将来役に立つはず！素晴らしい恵まれた環境の中で私たち
と一緒に充実した大学生活を送ってみませんか？

Flute
パート：フルート

経済学部 国際経済学科

Percussion

理工学部 環境ソリューション工学科



9

よりメッセージ
TERASAKI Syoutarou

寺崎 将太郎
　僕は、龍大に入学した際に2つの目標を立てました。一つは全国でトッ
プレベルの吹奏楽部で音楽をすること、もう一つは公務員試験に向けた
勉強することです。この二つを両立させ、大学生活を充実させるつもりで
した。
　しかし、サックスからオーボエへとコンバートする事になり、とても苦労
しました。特に1回生の時は学部の授業と部活で手一杯になって、ろくに
公務員の勉強はできませんでした。
　しかし、支えてくださる先生や先輩、同期のおかげで部活にも授業にも
余裕が出来はじめ、2回生からは公務員の勉強を本格的に始める事がで
き、今では部活も勉強も本気で取り組めています。
　大学生活では、先輩や同期の存在は大きいです。最高の仲間と共に音
楽作りができ、部活に一生懸命になれるのは龍吹だけだと思います！

UNO Kanta

宇野 寛太
　僕は、高校時代から龍谷大学の吹奏楽部に強い憧れを持っていました。
　一方で文化研究を行い、学芸員資格の取得もしたいとも考えていまし
た。そこから、私の目指すべき大学は資格が取得できる国際学部があり、
吹奏楽の強い龍谷大学しかないと思い立ちし入学を決意いたしました。
　実際に入部したときには、先輩方の実力と音楽に対する深い思いや考
え方に圧倒され、毎日が学びの場でした。高校とは違う学生主体の運営
という部活の形式にも感化され、現在では主会計という立場で運営に携
わっています。
　毎日がただ充実するだけでなく、確実に成長ができるこの素晴らしい
環境で日々練習に取り組んでいます。

UEDA Kouhei

上田 宏平
　高校生のころから憧れていた、全国トップレベルの龍谷大学吹奏楽部
で音楽がしたいというおもいから入部を決めました。しかし部活動だけで
なく、政策学部で中山間地域の活性化についても学びたいというおもい
もあり、両立できるか不安でしたが、やらなければいけないことの優先順
位をみきわめて効率的に行動することで、部活動を続けながら、兵庫県
洲本市との域学連携プロジェクトに参加し、充実した大学生活を送ること
ができました。
　龍谷大学吹奏楽部は本番が多く、練習も忙しいですが、その分本番
を成功させたときや自身で何かを成し遂げた時の喜びと感動はひとしお
です。努力次第でたくさんのことに挑戦できるのが龍谷大学吹奏楽部で
す！

SAWADA Ayumi

澤田 歩実
　私は中学時代に夕照コンサートに出させて頂いたこともあり、全国でも
トップレベルの龍谷大学吹奏楽部に強い憧れを抱いていました。また、管
理栄養士の資格を取るという目標もあり、農学部を受験しました。農学部
は、私たちが一期生ということもあり、入部前は部活と勉強の両立ができ
るのか、とても不安でした。
　しかし、今では資格取得・就職活動に取り組みながら吹奏楽をされて
いる先輩方や仲間に刺激される毎日です。日々の練習は自分の力になっ
ていると実感できるものであり、何よりも部活動全体の雰囲気がとてもよ
く、楽しく活動することができています。
　この環境の中でなら、音楽を楽しむことを忘れずに、多くの経験を積み
ながら、自分を成長させていくことができると感じています。

YOSHIDA Kie

吉田 貴恵
　私は、付属校にも関わらず高校二年生の頃から龍谷大学へ入学する事
にためらいを感じていました。なぜならやりたい事が見つからなかったか
らです。そんな私が龍谷大学へ入学したいと思ったきっかけは、吹奏楽部
の定期演奏会でした。全国レベルの龍谷大学で若林先生と上手な仲間に
囲まれて吹奏楽をする、と決めた瞬間でした。
　入部するまでに不安はたくさんありました。一番は、私自身全国大会を
経験したことがないので技術面が心配でした。しかし、先輩方の丁寧な
指導のおかげで3回生の時にコンクールメンバーに選ばれ、憧れの全国
大会で演奏することができました。
　今では楽器だけでなくガードチーフという役職も任せてもらい、とても
充実した毎日を送っています。学業やアルバイトなどと両立するのが難し
そうと言われますが、できるかできないかではなく、やるかやらないかだ
と思います。少しでも興味があれば、いつでも見学に来てください！

　現在私は47代目幹事長 （キャプテン）として活動しています。専用練習場
もあり、素晴らしい先生方と仲間に恵まれた環境で、試行錯誤できる毎日に
やりがいと喜びを強く感じています。こうした日々を送ることができているの
も、龍谷大学吹奏楽部だからこそです！
　龍谷大学吹奏楽部での活動を通して、熱い大学生活を送ってみませんか？

Oboe
パート：オーボエ 
法学部 法律学科

Contrabass
パート：コントラバス 

国際文化学部 国際文化学科

Sax
パート：サックス 

政策学部 政策学科

Sax
パート：サックス 

国際文化学部 国際文化学科

Contrabass
パート：コントラバス 
農学部 食品栄養学科

Horn
パート：ホルン 

社会学部 地域福祉学科
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卒業生メンバー

　私は現在、フィンランドのヘルシンキでフィンランド放
送交響楽団のトランペット奏者として仕事をしています。
龍谷大学卒業後は音楽大学に進学し、プロのトランペッ
ト奏者になる為に勉強を続けました。
　龍谷大学の吹奏楽部で得たものは、自分の将来の夢

と、一生の友人達です。大学生活に頑張った事は、友達と楽しく遊ぶこととク
ラブ活動です。勉強はその次でした。テスト期間が近くなると、友達や先輩に
助けてもらって、なんとか単位を取りました。語学の勉強が苦手だった自分が
今、外国で仕事をしているなんて、当時の自分からは想像できません。
　大学の４年間はあっという間です。楽しく、精一杯エンジョイして下さい。

　私は高校生の時に吹奏楽に出合い、「全国レベルのバ
ンドで演奏したい」という思いで、龍谷大学吹奏楽部に
入部しました。４回生の時には学生指揮者として、練習の
計画やコンサートの選曲等、音楽面での運営に携わるこ
とができ、本当に多くのことを学ぶことができました。

　もちろん楽しいことだけでなく苦しいことや悩むこともたくさん経験しまし
たが、信頼できる多くの仲間と一緒に困難を乗り越え達成したという経験は、
私の人生での大きな財産になりました。
　大学生は社会人になる前のとても大切な時期だと思います。好きなことに
全力で打ち込むことができるこの時期に、色々な経験をして多くのことを学ん
でほしいなと思います。私は様々な経験をすることができた大学生活にとて
も感謝しています。

　大学の部活動では基本的に学生が主導となって物事を
決定していきます。練習日程や練習方法、選曲、楽譜や衣
装の確保、トラックやホールの手配、本番を行うかまで
各々の役割を分けて決めます。私は当時幹事長を務めて
おり全体の運営方法や方針の決定を行っていました。部

員数や本番が多く、決めていく事は多いですが、皆で話し合うことは楽しく、
大きなやりがいを感じられました。　現在は社会人になり東京で働いていま
す。東京では知人も少なく不安もありましたが、様々な決定、決断をしてきた
ことが今の自信に繋がっています。素晴らしい仲間たちと共に音楽を追求し、
自分達で部活を運営しひとつのものを作っていく。他ではできない経験をす
ることができました。

　龍谷大学吹奏楽部での4 年間は本当に中身の濃いもの
でした。日々の練習で自分の音を磨き、仲間と切磋琢磨し
ながら過ごせた事や素晴らしい先生方のご指導のもと音
楽をする事が出来ました。また1回生が上になると部活の
運営に携わります。その中で仲間と共に一つの事をやり遂

げる大切さを学びました。大学生活での経験は社会に出てからも役立つ事ば
かりだと実感しています。音楽はもちろんそれ以外にも必ず何かを得る事が
できる龍谷大学吹奏楽部で過ごしてみてはいかがでしょうか？

　私の夢は学校の教員になって吹奏楽部の顧問になるこ
とでした。自分が教えてもらったように、子どもたちにも
音楽の楽しさやみんなで創りあげることの素晴らしさを伝
えたいと思ったからです。夢を叶えるための第一歩として、
4回生で学生指揮者になりました。指揮者として指揮を振

ることは勿論のこと、基礎トレーニングや合奏の進め方、演奏会の作り方な
ど、吹奏楽の指導者として大切なことを多く学ぶことができました。また、大
勢の人の前で話すことや部員を一つにまとめていくことなど、今思えば教員と
して大切な力を身につけられたと思います。
　私は現在、京都府の小学校の教員として働いています。また、念願であった
吹奏楽部で顧問をしています。これも、龍谷大学の吹奏楽部で過ごした4 年
間があったからだと感謝し、充実した毎日を過ごしています。

　私が龍谷大学に入ったのは大好きだった吹奏楽が出来
て、情報の勉強ができる学部がある、という部活と勉強の
両方のやりたいことを満たしてくれたからでした。音楽と
情報に関わりたいということは現在も続いていて、楽器を
作っている会社の社内情報システム部門で働いています。

　音楽と関わりの深い会社にいるので、吹奏楽部での音楽の経験が役に立つ
のはもちろんなのですが、音楽以外にも吹奏楽部で経験した事が今の仕事に
生きていると感じています。
　例えば4回生の時にはパートリーダーを務めましたが、パートのメンバーを
まとめたり、吹奏楽部全体の中でのパートの役割を考えたり、そういったチー
ムをまとめるという経験は授業では学べません。ですが、このような経験は
今の仕事に取り組む上での大切な基礎になっています。
　このように、龍谷大学吹奏楽部で過ごした4 年間は、音楽も音楽以外の所
でも「やっていて良かった」と感じるすばらしい時間でした。

櫻木 厚子 SAKURAGI Atsuko

フィンランド放送交響楽団

林 祥貴 HAYASHI Yoshitaka  
三重県熊野市役所

青野 弘之 AONO Hiroyuki

株式会社荏原製作所

鶴田 菜美 TSURUTA Nami

生駒私立中保育園 （保育士）

山中 健太 YAMANAKA Kenta

株式会社ドルチェ楽器

尾崎 雅規 OZAKI Masanori

京都府教育委員会 （小学校）

櫻庭 正崇 SAKURABA Masataka

ヤマハ株式会社

Trumpet
パート：トランペット 

経済学部 経済学科 卒業

Trombone
パート：トロンボーン

法学部 法律学科 卒業

Trombone
パート：トロンボーン

経済学部 現代経済学科 卒業

Trumpet
パート：トランペット

短期大学部 社会福祉科卒業
社会学部 臨床福祉学科 編入学・卒業

Trumpet
パート：トランペット

経済学部 経済学科 卒業

Clarinet
パート：クラリネット

経済学部 経済学科 卒業

Flute
パート：フルート

理工学研究科　修士課程 数理情報学専攻 修了

　私は経済学部の夜間主コースで勉強をしながら、吹奏
楽部ではトランペットパートを担当しておりました。入部
した直後は夜間授業の為、部活動の時間と講義が被って
おり、両立する事が大変でした。しかし、同回生の友人や
先輩・後輩の協力があり、日々楽しい時間を過ごす事が

出来ました。ハードな部活動でしたが、演奏会やイベントが終わった後には例
えようが無いほどの満足感がありました。
　現在は部活動の経験を活かせる仕事をしたいと思い、（株）ドルチェ楽器と
いう楽器店で働いています。奏者に最良の楽器に出会ってもらい、多くの感動
が生まれる演奏を奏でて頂けるように、楽器を「演奏」する側から、楽器の「販
売・サポート」をする側に回って仕事に励んでおります。
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「どうせやるならトップバンドでがんばりたい」
そんな思いを胸に龍谷大学の門を叩き、吹奏楽部に入部
しました。出身校は都道府県大会金賞止まり、自分の演
奏技術にも自信がなく、ついていけるのか不安もありまし
た。でも、先生方や先輩、同期、後輩、いろんな人の助け

と自身の努力で、コンクールメンバーにも選ばれるようになりました。そもそ
も、コンクールに出ることがすべてじゃない！
　京都の大きな通りを交通規制して行う大学のイベントでのパレードは、道
行く観光客も巻き込んで大騒ぎ？！時には涙することもあります。でも、何年
経っても涙が出るほど大笑いできる思い出もたくさん作りました。あなたも龍
谷大学吹奏楽部で、そんな大学生活を送りませんか？

　私の実家は浄土真宗本願寺派の寺院であります。その
ため、大学進学は真宗僧侶の各種資格の取得を前提に考
えていました。龍谷大学に進学した理由は、浄土真宗の
教義を授業で学びつつ、一流の吹奏楽ができる環境があ
ることでした。４回生では幹事長をつとめ、充実した学生

生活を送りました。卒業後は大学院に進学し、学部生でできなかった研究を
行い、現在は本願寺の職員として働いています。
　龍谷大学吹奏楽部は非常に忙しい部活ですが、その中で勉強や資格取得
をもすることができる環境です。吹奏楽部での学生生活は学業の両立と共
に、今後の人生の糧となる経験ができるでしょう。未来の自分を想像し、充実
した学生生活を送ってください。

　私は現在姫路市の中学校で社会科教諭として勤務して
います。そして吹奏楽部の顧問をしています。
　今の姿は私の中学時代からの夢でした。部活を通して多
くの事を学び、恩返しをしたいと思ったのがきっかけです。
　夢の実現の為に大学受験をしたのですが、実は龍谷大

学は第一志望ではありませんでした。吹奏楽が有名だとは知っていましたが…
でもこれがターニングポイントだったのかもしれません。本気で楽器と向き合
い、そして仲間と共に運営していく。辛く悔しい事も沢山ありましたが、それが
人生の大きなエネルギーになったのも事実です。勉強は正直していませんでし
た。単位を取ることだけの努力だったと思います。結果的に、採用試験は受か
らないだろうと一旦は夢を諦め、一般企業に就職し6年間勤務しました。が、
やはり夢は諦められず30歳を契機に再度勉強し採用試験を受験しました。運
も味方にしなんとか合格して、そして今中学校教諭です。
　私の経験から言えることは、とても在り来たりですが、何事にも一生懸命取
り組めば、無駄になることは一つもない。そしていつまでも夢は諦めない事で
す。「意思あるところに道あり」

　大学では経営学部に学びながら、トロンボーンを担当し
ていました。
　２度の全日本吹奏楽コンクールをはじめ、阪神大震災の
被災地での演奏など、大変多くの演奏機会を経験すること
ができました。

　４回生のときには当時の仲間たちと「音楽」「感謝」というスローガンを作り
ました。「音に集中し、自分たちが楽しむこと」、「すべての方に感謝を忘れない」
ということです。このスローガンは、今でも吹奏楽部に受け継がれています。
　吹奏楽部での活動を通じてつながる、先輩の先輩や後輩の後輩にまでおよ
ぶ、幅広い人のネットワークは、卒業後も一緒に演奏したり、はたまた、人生
の相談に乗っていただいたりと、かけがえのないものなっています。
　４年間は本当にあっという間ですが、音楽を通して、一生の宝物になる経験
と、人のつながりを作ってください。

　現在は、兵庫県神戸市の楽器店にて販売・外販営業を
担当しております。
　お客様は、小学校からプロのオーケストラや吹奏楽団
まで幅広いのですが、どこへ行っても吹奏楽部で経験し
た事が、社会に出ても活きているな、と感じます。

　お客様とお話ししていて「コンクールのDVDで見たよ！」「あの時の定期演
奏会、聴きに行っていたよ！」と聞く事も多く、改めて素晴らしいクラブや仲間
達にお引き合わせ頂けたご縁を実感し、感謝する毎日です。
　辛い事や思い通りにいかない事も、時にはあるかもしれませんが、それ以
上に得られるものが吹奏楽部には沢山、沢山あります。かけがえの無い経験
と仲間達が、龍谷大学吹奏楽部で皆さんを待っていますよ！

　陸上自衛隊中部方面音楽隊クラリネット奏者の西川
宏祐です。学生時代、私は勉学・グラブ活動の両立を心
がけていました。やるべきことはしっかりやる！出来る時
に全力でやる！の心構えで日々取り組み、その甲斐あっ
て自分の望んだ道に進めていると実感しています。自衛

官という立場上、精神的・体力的に厳しい面もありますが、それも自分の選択
として全力で立ち向かう所存です。今後も、音楽隊員として自衛隊と国民の皆
さんの架け橋となれるよう音楽・訓練に励んでいきたいと思います。

勝谷 良子 KATSUYA Ryouko 

株式会社荏原製作所 （事務職）

板敷 慧 ITAGAKI Kei

浄土真宗本願寺派宗務機関

沼田 充央 NUMATA Mitsuo

兵庫県教育委員会 （中学校・社会科）

廣瀬 貴夫 HIROSE Takao

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

多田 敦 TADA Atsuhi

株式会社グランド楽器

西川 宏祐 NISIKAWA Kousuke

陸上自衛隊中部方面音楽隊

Percussion
パート：パーカッション

文学部 英語英米文学科 卒業

Tuba
パート：チューバ

文学研究科 修士課程 真宗学専攻 修了

Euphonium
パート：ユーフォニアム

社会学部 社会学科 卒業

Trombone
パート：トロンボーン

経営学部経営学科 卒業

Tuba
パート：チューバ

文学部 仏教学科 卒業

Clarinet
パート：クラリネット

文学部 史学科 東洋史学専攻 卒業

　私の夢は学校の教員になり、吹奏楽部の顧問として指
揮を振ることでした。それは龍谷大学吹奏楽部に在籍す
ることにより、より確かな目標に変わりました。龍大への
想いと指揮者への憧れ、そして夢を叶えるため私は学生
指揮になりました。そこでの得た知識と経験はとても大き

なものでした。指揮の技術、サウンド・音楽作りのノウハウはもとより、多くの
部員をまとめるテクニック(人の心に届く話し方や接し方など)、本番を成功さ
せるための様々な準備や段取り、かけがえのない仲間や先生方との出会い、そ
こでの時間全てが有意義なものでした。当然そこに至るまで悩みは尽きず、心
が折れそうになることもありました。でも仲間の支えもあり、全力でやりきった
ことは確かです。
　私は今、大阪の私立高校で働いています。そして念願の吹奏楽部の顧問とし
て、多くの生徒と音楽に向き合う日々を過ごしています。龍谷大学吹奏楽部で
培った知識と経験は今の私を根底から支えています。

岡本 創太 OKAMOTO Sota

四条畷学園高等学校 （数学科）

Percussion
パート：パーカッション

理工学部 数理情報学科 卒業






