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　今や世界にまで進出する龍大吹奏楽部の50周年記念
誌に、牛丼について1ページも使っていいらしい。本当にい
いのかな。

　「過去最高売り上げを目指そう！」秋が深まったあの日の
冷たい空気、日差し、牛丼の湯気、匂い、一気に思い出す。

  積み込み隊、お茶当番に並ぶ二回生に任される牛丼出
店。クラブにも慣れ、でも上回生のように仕事もなく気楽に
楽器だけ吹き、大人のつもりをし、自由いっぱいの二回生。
受け継がれ、伝統ある牛丼屋を任された二回生の私たち
は張り切った。
  滋賀の米作りをしている自宅生宅へ夜な夜な軽自動車で
米を分けてもらいに回り、試食会として下宿生宅であきら
かに収容人数を超えた人数で牛丼を食べ、宣伝用に替え
歌までつくった。朝から晩まで牛丼いかがですかと叫び、玉
ねぎを切り続ける。将来の心配どころか、明日の心配もせ
ず、皆で笑い、笑い、笑い…

  過去最高売り上げだったかどうかはすっかり忘れてし
まったし、ここには書けない秘密のあれやこれやの話がま
た面白いのだけれど、当時のこととみんなの顔を思い出す
と心がワクワクし、ほっこりする。明日もきっといい日になり
そう。
  私の自慢の学生生活が色褪せず、さらに輝きを増すほど
元気に活動してくれている学生たちに感謝します。

  やっぱり記念誌に牛丼を載せることになってよかった。

第33期　企画　末次  昌代（旧姓 奥村）

～龍谷祭
　　牛丼の思い出～

牛丼の作り方
（1999のメモから）
（材料50人分）

【Ａ】
・水 3650cc
・だしの素 50g
・ザラメ 125g
・ミリン 125g
・うすくちしょうゆ 400cc
・こいくちしょうゆ 175cc
・玉ネギ（みじん切り）  2コ分
・じゃがいも 1コ分
・おろしにんにく 大さじ1

【Ｂ】
玉ネギ 13コ

【Ｃ】
酒 200㏄
しょうが 適量
肉 3125g

1．水を沸騰させ　だしの素を入れる。　
（弱火にして）ミリンを入れ、ザラメを

入れ（中火）、うすくち・こいくちしょ
うゆを入れる。

2．玉ネギ→みじん切り（ダシ用）
　じゃがいも→すって（すりおろし器）

だしに入れる
　おろしにんにくを入れる
　1+2→【Ａ】

3．肉に酒としょうが汁をいれてもみ、　
下味をつける　→【Ｃ】

4．玉ネギをすじにそって細めに切る　
→【Ｂ】

5．【Ａ】に【Ｂ】を入れて煮込む

6．沸騰する前に肉を入れ赤くなったら
売り出し準備

　※アクはまめにとりましょう！
　　ぜったい。

7．完成！！ 売りまくろう。
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吹奏楽部　創部50周年を祝して
龍谷大学学長　入澤　　崇

　この度、吹奏楽部が創部50周年を迎えられましたこと、心よりお祝い申しあげます。
　50年の歩みはけっして平坦なものではなかったはずです。現在、音楽監督を務めておられます
若林先生をはじめ、これまで吹奏楽部の発展にご尽力くださいました皆さまに深く敬意を表しま
す。
　優れた音楽は聴き手の中に眠っている音楽を呼び覚まします。各種楽器によって奏でられる音
と音との絶妙なせめぎあいが心ふるえる時間を生み出します。本学吹奏楽部の素晴らしい演奏は
高く評価されており、全日本吹奏楽コンクール大学の部でこれまでに通算10回の金賞受賞をはじ
め数多くの優秀な実績を収めています。昨年（2017年）の７月には、スイスで行われたチューリッ
ヒ国際青年音楽祭で、見事グランプリを獲得しました。
　多くのファンを魅了する吹奏楽部には、入学式や卒業式、親鸞聖人降誕会における提灯行列の
パレード、夏の夕照コンサートなど、数多くの大学行事にご協力をいただいています。また、定
期演奏会や全国各地の演奏会などを精力的に開催され、躍動感あふれる演奏は来場者に大きな感
動を与えています。
　とりわけ近年は全国各地の中学生・高校生とのジョイントコンサートに力を注がれており、吹
奏楽部の高度な技量は中学生・高校生の憧れとなっています。「龍谷大学の吹奏楽部に入部したい」
との声は方々から聞こえてきます。よき指導者を得て、技量のみならず豊かな人間性を育んでい
ることも吹奏楽部の魅力です。
　部員ひとりひとりがひたむきに音楽に向き合う姿勢は本学の課外活動全体に良い影響を及ぼし
ています。今後とも、先輩が築いてきた伝統を受け継ぎ、「龍谷大学の顔」として活躍されんこ
とを願っています。
　吹奏楽部は私の誇りです。

吹奏楽部創部50周年記念誌に寄せて
龍谷大学学生部長　松永　敬子

　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部が創部50周年を迎えられますこと、心よりお慶び申しあげ
ます。
　本学吹奏楽部は、全日本吹奏楽コンクールや全日本アンサンブルコンテスト、そして定期公演
をはじめとした学内外での感動的な演奏が、全国レベルで高い評価を得ています。学生・保護者・
卒業生・教職員等の大学関係者をはじめ、吹奏楽関係者やファン、そして地域の方々に広く認識
されており、龍谷大学が誇るべき課外活動を代表するサークルとなっています。また、学内公式
行事や重点強化サークルの応援の場においても、多大なご協力を頂きつつ、吹奏楽部自体も重点
サークルとして圧倒的な存在感を放っています。
　しかしながら、創部当初は部員の勧誘、練習場所や楽器の確保にもご苦労をされたことでしょ
う。これも一重に創部の時代の諸先輩方の努力の積み重ねの上に今があることは、疑う余地もあ
りません。これまで本学吹奏楽部の発展にご尽力頂いた関係者の皆さまには、改めてまして御礼
を申しあげると共に、現役学生の皆さまも礎を築いて頂いた先輩方に思いを馳せて頂きたいと思
います。
　さて、吹奏楽部に接して日々感じることは、素晴らしい演奏もさることながら、舞台裏の学生
たちのマネジメントのすばらしさです。来場者が2,000人を越える演奏会においてもスムーズに
受付や誘導を行い、当日の進行や関係者との事前の調整等、凛とした笑顔できびきびと行動され
ている姿にいつも感心してしまいます。ステージに上がる学生だけではなく、裏方を含めみんな
で作り上げるという意識こそが、人を感動させる素晴らしい演奏に繋がっているのだと思います。
そして人としても成長していく姿は、他の模範でもあり、今後もそうあり続けることを期待します。
　今年は節目となる50周年を迎えられましたが、技術のみならず心震える素晴らしい演奏ととも
に、関わる人々に感動と幸せを届ける吹奏楽部であり続けて頂きたいと思います。
　学生部一同、今後の益々の吹奏楽部の発展を念じます。
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お祝いの言葉
関西吹奏楽連盟理事長　米田　正博

　龍谷大学吹奏楽部が、創立50周年を迎えられましたことを、心よりお慶び申しあげます。
　貴吹奏楽部は、1968年（昭和43年）の創部以来50年間の輝かしい活動を続けておられます。そ
の受賞歴は、吹奏楽コンクール全国大会への通算出場回数20回（金賞10回、銀賞10回）という全
国でも屈指の名門です。
　50年を夫婦で例えれば金婚式です。それは光り輝く黄金のような充実した歴史を表し、長い年
月の積み重ねを尊いものと考えます。50年の歴史は、顧問、指揮の先生方と部員の皆さまがお互
いを尊重し惜しみない努力を怠らなかったことに尽きると思います。
　さて最近の全日本コンクールで楽しみにしていることがあります。それは貴大学吹奏楽部のコ
ンクールでのワクワクするような名演です。それはシンフォニックバンドの持つ深い表現力、そ
してダイナミックな響きが描き出す可能性は、新しい吹奏楽という音楽のジャンルの広がりを予
感させてくれます。関西吹奏楽連盟は以前から「オンリーワン」を提唱しています。今後も、若
林先生の指揮の下、龍谷大学吹奏楽部にしかできない光り輝くゴールドの音楽を聴かせていただ
きたいと思います。
　同じ吹奏楽の仲間として、貴吹奏楽部と共にこれからの時代を担う学生達が吹奏楽をとおして
夢や希望を持ち、生涯音楽を愛せるような活動を目指したいと考えております。
　今後とも、さらなる発展を願いつつ、共に歩ませていただくことを願いお祝いのご挨拶と致し
ます。

祝　辞
京都府吹奏楽連盟理事長　林　　　晃

　龍谷大学吹奏楽部創立50周年を心よりお祝い申し上げます。長年にわたり純粋に、そして直向
きに音楽と美しい音を追求してこられた姿勢に敬意を表すとともに、京都ならびに全国の吹奏楽
界を牽引してきていただいたことに心より感謝申し上げます。
　さて、龍谷大学のみなさんは音楽を通じ「心」を紡いでこられました。龍谷大学のシンフォニッ
クで透明感ある美しいサウンドが、聴く人を魅了してきたことは言うまでもありません。しかし、
それ以上に創造してこられた音楽の中に「心」が存在してきたことは疑いようがありません。
　「心」を紡ぐ音楽は人生を豊かにします。それは人と音楽が根っこで繋がっており、あらゆる
違いを乗り越える力を持っているからだと思います。人は顔や性格、ものの見方や考え方が違い
ます。違って当たり前です。違いがあるから面白く、楽しく、難しいのだといえます。人は全て
のことを同じにすることはできません。大切なことは、違いをそれそのものとして相互に認め、
尊重し、寄り合っていく努力を惜しまないということです。個性の違う楽器や人が集い音楽を創
造することは、人が人生において違いを寄り合わせていくことと同じであるといえます。龍谷大
学の音楽は、このような考え方を具現化してくれているのではないかと考えています。
　龍谷大学の音楽に触れ「憧れ、勇気、夢、希望、衝撃、感動」を与えてもらった人は多いと思
います。私もその一人です。今後も多くの人の人生を豊かにできる音楽を創造していただけるこ
とを大いに期待しております。
　最後になりましたが、龍谷大学吹奏楽部の益々のご発展を念じ上げお祝いのことばとさせてい
ただきます。
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　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部の創部50周年おめでとうございます。京都府吹奏楽連盟が
1955年に発足し1971年から部門連盟制となって間もなく貴部が創部し加盟されました。創部当時
はどの大学も学生のみの運営で苦労しながらの活動でしたが、諸先輩方が幾重にも努力を積み重
ねて活動を続けられ、やがて音楽監督を迎えられてから現在に至るまで目覚ましい発展を遂げて
来られました。
　吹奏楽コンクールに於いて、それまでは他の大学が10年近く継続して代表となっていましたが、
1984年に初めて京都府代表となられました。1986年にまだ無名時代の佐渡裕氏がコンクールで指
揮をされ、氏の情熱的な指揮に忠実に従い素晴らしい演奏をされたことを今でも覚えております。
1984年以降は、まれに代表でない年もあったものの、これまでほぼ毎年関西大会へ出場されてい
ます。
　そして現在では関西大会出場どころか全国大会へ進まれるのが当然のごとくとなり、その全国
大会でも素晴らしい成績を修めておられています。まさに今や京都・関西はもちろん、全国でも
トップクラスのバンドだと断言できます。
　貴大学の規模の拡大から練習拠点が府外に移りながらも、京都の龍谷大学として活動をして頂
き、連盟行事にもご協力いただき、音楽監督の若林氏にも府内の団体の指導をして頂くなど、連
盟としても嬉しい限りです。
　創部50周年という輝かしい功績に至るまでの貴部を支えて来られましたこれまでの団員と指導
者のご努力に深く敬意を表し、貴部の活動が今後ますますご発展されますことを祈念致しまして、
お祝いの言葉と致します。

創部50周年おめでとうございます
磯部　将門関西吹奏楽連盟副理事長　　

京都府吹奏楽連盟顧問・京都府大学吹奏楽連盟理事長

龍谷大学吹奏楽部の皆様
指揮者　佐渡　　裕

　このたびは創立50周年まことにおめでとうございます。
　私が皆さんと吹奏楽コンクールに挑戦し、そして龍大吹奏楽部史上初の全国大会出場を果たし
てから、もう30年以上もの月日が経ちました。
　当時の私は、専門のフルートで京都芸大を卒業し、子供の頃からの夢だった指揮者を志して活
動を始め、なんとか指揮を仕事にしてご飯を食べていけるかなぁ…という時でした。
　龍大とのご縁をくださったのは、京芸の現役の頃から私の指揮活動を心から応援してくださっ
た恩師の１人で、当時の管打楽器科の教授であり、龍大吹奏楽部の顧問をされていた上埜孝先生
でした。そして京芸の先輩で、当時京都市交響楽団のトランペット奏者でもあった若林さんが龍
大のトレーナーだったご縁もありました。
　龍大吹奏楽部は上埜先生と確か５年限りという約束をしていて、５年以内に全国に行かなけれ
ば辞めると先生は宣言されていました。その４年目の年、私が指揮を任され、我々は見事にその
ミッションをクリアすることが出来ました。その後は、若林さんを中心に、今や全国トップレベ
ルの吹奏楽部になられ、本当に嬉しく思っています。
　龍大での１番の思い出は、やっとの思いで関西大会を勝ち上がったものの、初全国大会では全
く歯がたたず、結果発表の後、尼崎のアルカイックホール横の川沿いで、みんなで抱き合って悔
し涙を流したことでしょうか…。いや、あれは悔しさだけではなく、半年間自分達が持っていた
最高の力を出し切ったことへの達成感でもありました。
　龍谷大学吹奏楽部の栄光の50年の歴史の中の大事な一コマに関わることが出来、今でも心から
誇りに思います。私にとってこれからもずっと大きな宝物です。

ⓒTakashi Iijima
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龍谷大学吹奏楽部との出会い
ユーフォニアム奏者　外囿祥一郎

　龍谷大学吹奏楽部創部50周年、誠におめでとうございます。
　僕はこの素晴らしい吹奏楽団と何度も共演させていただけたことを、とても幸せに感じており
ます。
　龍谷大学吹奏楽部との出会いは監督であります若林さんからの連絡でした。当時航空中央音楽
隊に所属していた僕の同僚で、若林さんの後輩であった木島さんが若林さんに僕を紹介してくれ
たのです。
　若林さんはまだ京都市交響楽団に在籍しており、僕が出演する日はそちらの楽団の演奏会と
被ってしまい、そのときは別な指揮者のもとで演奏させていただきました。
　しかし、その龍谷大学との共演をきっかけに、その後は長年に渡り多くの作品を共に演奏する
機会に恵まれました。最近ではスパーク氏やケンツビッチ氏に委嘱をするような驚く企画にもご
快諾いただき幸せな限りです。
　さて龍谷大学の部訓にあります「音楽」「感謝」。この言葉は僕の心に響き、とても共感してお
ります。
　生きる人のみんなの心に「音楽」があり、またその根底には「感謝」があるからです。
　この吹奏楽部で常に感謝の気持ちを持ち、素晴らしい音楽作りのなかで育まれた「心」をしっ
かりと身につけて巣立たれた部員の皆様は、多くの場所でご活躍されていることと存じます。
　50周年という一つの節目を迎えたわけですが、今後も音楽を通じた教育をこの日本に、世界に
広げていただきたく存じます。
　貴団体のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

　創部50周年、誠におめでとうございます。若林先生の御指導の元、昨今の御活躍は見事なもの
で同じ京都の吹奏楽人として誇りに思います。
　私が龍谷大学吹奏楽部と御縁をいただいたのは、44～45年前になるのかな。どう云う馴れ初め
だったかすっかり忘れてしまいましたが、３度ばかり学内ホールで定期演奏会を振らせていただ
きました。その最後の年、『コンクールに出てみない？』と私の方から誘いをかけました所

ところ

、文
字さんが協力してくれるなら出てみようか、と学生諸君が反応してくれた。当時大学の部は１校
しか出演団体がなく、コンクールの態をなしていなくて、不甲斐ない思いをしていました。自由
曲はベルリオーズの序曲「海賊」今でもスコアを大切に持っています。結果はダメ金。後日審査
委員長の故大栗裕氏と会食の席で色々とお話しを伺う機会があった。『文

モン

ちゃん龍谷の演奏はす
ばらしかったけどあれはベルリオーズの響きではなかったネ。だから落したんだヨ。』と云われ
ました。私にとって吹奏楽界での本格的な仕事は始まったばかり。悔しい思いと同時に貴重な体
験と教訓をいただきました。ユーフォニアムの熊谷君、トロンボーンの瀧本君、クラリネットの
大西君、トランペットの名手・沢田君、そして何より優しく丁寧に接していただいた顧問の岸田
先生。今はなつかしく思い出されます。

龍谷大学吹奏楽部との御縁
バンド・ディレクター　文字　　清
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「龍谷大学吹奏楽部のファン」として
司会者　文字　祐子

　この度は創部50周年、誠におめでとうございます。
　龍谷大学吹奏楽部のまだ草創期（’70年代の後半かと思いますが）龍大に吹奏楽部を根づかせ
たいとの熱い情熱を持った当時の中心メンバーから、夫・文字清が指導を依頼されました。同時
にその頃結婚したばかりの私も、定演の司会を務めさせていただくことになりました。夫は、す
でに京都大学吹奏楽団の音楽監督をひき受けていましたので、後任に若林義人先生をご紹介し、
私も途中何年かのブランクがあったと思いますが、新しく加わったサマーコンサートも含め、近
年まで龍谷大学吹奏楽部の歴史とほぼ重なるように、共に舞台に立たせていただきました。とて
も光栄で得難い機会を与えて下さったと感謝しております。また、多くのOBの皆様方とも今に
至って尚、長く親しいご縁を頂き、この上なく幸せに思っております。当初の顧問、経済学部の
岸田理

おさむ

先生や水原先生とは親しく打ちとけてお話しさせていただき、また客演指揮者として、今
は亡き作曲家で名アレンジャーの岩井直溥先生ともご一緒させていただくなど懐かしく昔を思い
出しています。
　年々歳々、学生の皆さんの気質や吹奏楽部の体制、雰囲気も変化していることを感じますが、
そんな中、常にコンクールの全国大会を制する程の実力を備えられたことは実に素晴らしく拍手
喝采を贈らせていただきます。
　人も組織も永続的に生成発展してゆくことが求められるならば、今後とも起こりうる様々な状
況の変化に対応しつつ、表現者としても団体としてもさらに豊かな成熟に向かって励まれ、私達
「龍大吹奏楽部のファン」の期待に応えて下さることを希っています。

素敵なショーのために
作・編曲家・指揮者　金山　　徹

　龍谷大学吹奏楽部とは、若林監督のご紹介で2011年のサマーコンサートの編曲をさせていただ
いたのがきっかけで、今年で８年になりました。サマーコンサートの中での主な担当は３部のマー
チングステージの編曲ですが、近年では２部のポップスステージのゲストプレーヤーのための編
曲をさせていただいたり、１部のオリジナルステージに拙作の序曲や拙編を使っていただいたり
と、大変光栄であると同時に、龍谷大学吹奏楽部にふさわしいクオリティの高い楽譜を提供しな
ければという責任も痛感しています。ポップスステージ、マーチングステージのレッスンではポッ
プスが中心になりますので、当初よりサマーコンサートのレッスン＝ポップスレッスンというつ
もりでやらせていただいています。クラシックの演奏に関しては全国で屈指のバンドである龍谷
大学吹奏楽部ですが、ポップスに於いても全国でもトップレベルの演奏ができるように、レッス
ンや楽譜の提供など、これからもお手伝いさせていただければと思います。また、マーチングス
テージの題材、ゲストプレーヤーの選定や曲目など、他の大学や団体とは違った独創的で素敵な
ショーを作るために、学生たちの意向や自主性を尊重しながらも、ポップスの専門家としての提
案やアドバイスも続けていきたいと思います。
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カビ臭い練習場での熱い音楽
ミュージックアドバイザー・フルート講師　竹林　秀憲

　龍谷大学吹奏楽部創部50周年おめでとうございます。卒部生は何人いらっしゃるのでしょうか。
50年の歴史の中には様々な思い出が詰まっていることでしょう。
　私が初めて龍谷大学にお邪魔したのは、1992年か1993年だったと思います。若林義人監督（当
時は京響Tp奏者）に誘われて、入った部屋はMozartという部屋でした。その名前とは裏腹に薄
暗く狭く、その上カビ臭いといった三拍子も四拍子も揃った特殊空間でした。フルートなんかは
斜めに座り隣の人と重なるように吹いていました。
　吹奏楽の音を聞くのは高校卒業以来20数年ぶり。学生諸君は非常に熱心な態度で演奏していま
した。応対してくれた当時の幹事長内田君は、吹奏楽コンクール全国大会に出場する夢を語って
くれましたが、果たしてどのくらいのレヴェルなら全国大会に出場出来るか分からないので、た
だただ頑張るように言ったと思います。
　練習を聴かせて頂いた時の最初の印象は、正方形のような音楽で、あたかも真面目な人がガチ
ガチブランドのタキシードに糊のきいたシャツを纏ったような演奏でした。決してマズい演奏で
はありませんでしたが、とにかく硬い音楽でした。
　それから誘われるままにお邪魔をし、いつのまのか指導するはめになってしまいました。あく
までも若林監督のお手伝いという立場でしたが、時々指揮もしました（させられました）。
　次第にコンクールの日が近づき、全員戦闘モードに。しかしながら、角張った戦闘モードなの
で、なかなか音楽に温もりが出てきません。でも練習を重ねると学生諸君も自分たちの音楽にふ
くよかさや潤いが必要であることに気づき始めました。やがて、ハチャトリアン/仮面舞踏会の
ワルツに血が通い始め、体温を感じる演奏になってきました。学生（若者）の大いなる可能性を
実感しました。
　関西大会（京都会館）で関西代表に選出された瞬間、内田幹事長は舞台でトロフィーを高々と
振り上げていたのを覚えています。彼の夢が叶った瞬間です。勢いに任せ、その後全国大会（仙
台市）で金賞受賞。半年を一気に突っ走り抜けました。
　この年の４回生はエネルギッシュでした。学業はほったらかし、深酒はする、指導者のアドヴァ
イスを素直に聞かない、などなど。でも、ここぞという時力を発揮する強さを持っていました。
ここだけは現在の学生も見習ってほしいと思います。その他は決してマネをしないようにお願い
します。
　ここ２年全国大会出場は叶いませんでしたが、良いクラブに育っていると思います。その良い
面を発展させながら、自分たちの演奏をより厳しい態度で（謙虚な態度で）振り返ることが大切
だと考えます。そういう態度でなければレヴェルアップは叶わないでしょう。
　１ランクステップアップすると、新しい景色がきっと見えます。そして、２ランク上がるとま
た見える景色が違います。みんな揃って新しい景色を観たいものです。

創立50周年まことにおめでとうございます ！

　龍谷大学吹奏楽部創立50周年まことにおめでとうございます ！
　これまでも数々の実績を重ねられて来られた栄光の50年でしたが、これからも日本の大学吹奏
楽を牽引して行く砦としての更なる活躍と発展を祈念しております。

作・編曲家・指揮者　保科　　洋
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仲間を信じて新たな成長へ

龍谷大学吹奏楽部との30年

トロンボーン講師　井谷　昭彦

　龍谷大学吹奏楽部創立50周年をお祝い申し上げます。私が龍大に関わるきっかけを頂いたのは
故上埜孝先生と若林義人音楽監督です。当初お二人にくっついて行き、合奏レッスンを見るのが
とても楽しみでした。私もまだ学生で京都市交響楽団に入団したばかりで、トロンボーンパート
のレッスンにも慣れていませんでした。先生と呼ばれていてもその時４回生だった轡田君は同学
年だったので、当時はひたすら一緒に吹いていた気がします。レッスン後の食事会や上埜杯ボー
リング大会もあり、学生やOBの方々との交流も懐かしく思い出されます。また1988年定演での
トロンボーンソロも良い経験となりました。
　コンクールの話になりますが、４年目に初めて佐渡君（大学の同級生です）で全国大会初出場、
「仮面舞踏会」で全国初金、酒井格氏の作品で三金等良い思い出もあれば府大会、関西大会の予
選落ち、全国銀と残念な思いもたくさん経験しました。最近ではトロンボーンが活躍する「中国
の不思議な役人」や「火の鳥」での全国金賞が印象に残っています。
　龍谷大学吹奏楽部は今や一つのスタイルが確立されつつあると思います。日本の吹奏楽界で大
きく影響力を持って、さらに良い音楽を伝えて行って欲しいし、またその力を持っていると確信
しています。学生の皆さんはこれからもぶれる事なく若林音楽監督、児玉コーチ、スタッフを信
頼して良い音楽を奏でていってください。とても忙しいバンドになっているようですが、その中
で練習時間を見つけて益々精進して欲しいと思います。もう35年経ってしまいましたがこれから
も微力ながら力になっていけたらと思っています。吹奏楽部の発展、成長を今後も楽しみにして
います。

打楽器講師　宅間　　斉

　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部創部50周年に心からお祝い申し上げます。創部以来、確か
な道のりを歩んで来られ、今日のような日本を代表するバンドに発展して来られた事に、心から
敬意を表します。
　歴代の諸先輩方のタスキの受け渡しが見事で、彼らひとつひとつのコンサートに全力で取り組
み、味わった感動を後輩達に伝え、またコンクールで悔しい思いをしたなら、その思いも伝えて
きたように思われます。現役の皆さんは彼らの作った道を歩み、その道を少し伸ばして次世代の
後輩達に繋げて行くのでしょう。
　私の打楽器の師匠である故上埜孝先生にお声を掛けていただき、現在の講師になってかれこれ
もう30年余りの歳月が過ちました。初めの頃のレッスンでは、当時４回生のパートリーダーの藤
沢さん、竹広さんと同い年だったので、彼らから「先生」と呼ばれることにかなりの抵抗があり
ました。その約３年後に私が現在在籍している京都市交響楽団に入団しましたが、その時にクラ
ブ全体で祝賀会を開いていただいたのを今でも良く覚えています。
　龍谷大学吹奏楽部の特筆すべき点として挙げられるのが、個性溢れる豊かな音楽性、個々の能
力の高さ、大学生らしい主体性のあるアンサンブル、美しい響きを追求する姿勢などです。これ
らを成し遂げるために不断の努力をされているメンバーの皆さんに心から敬意を表します。その
素晴らしいクラブに永年に渡り携われたことは幸運であり、ありがたいことです。私自身も一緒
に成長させていただいております。
　最後に、皆さんが部活動を終えられた後も、音楽が人生の友であり続けられるのであれば、私
自身にとってもこの上ない幸いです。
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新しい伝統に向かって
打楽器講師　早坂　雅子

　創部50周年を迎えられましたこと、心よりお祝い申し上げます。
　私は平成元年から指導しているので、平成の丸30年間を吹奏楽部と共に歩みながら、進化と発
展を見続けてきたことになります。
　現在約190名に迫る過去最大の部員で、活発な演奏活動ができている事を、とても嬉しく感じ
ています。
　吹奏楽部がこのような目覚ましい発展を遂げた理由は、’05年の深草から瀬田への練習場移転
と、’07年の若林監督の就任が大きかったと思います。
　ハード、ソフトの両面で手厚い支援をして下さっている大学の関係者の皆様に、深く感謝して
おります。
　また、その後の児玉コーチの就任で木管楽器の技術レベルが飛躍的に伸びた事や、５年前から
夏の合宿をコンクールと夕照メンバーの全員で開催するようになったことも実力向上に大きく寄
与したと思います。
　私は通年ではなく、主にサマーコンサートと夏のコンクール、夕照コンサート、冬の定期演奏
会を担当していますが、合同合宿をするようになってからは一体感が格段に増し、部全体の実力
も上がって良い雰囲気になってきたと感じています。
　部員の皆さん、これからも「ご意見番」としてダメ出しをするので、どうぞよろしくね！
　伝統は、守ってばかりではだめで、より良くするための挑戦を繰り返す事で新しい伝統が創ら
れるものだと思います。これからも不断の努力を続けて伝統を継承しつつ、より一層魅力的な吹
奏楽部になりますよう、心からお祈り申し上げます。

龍谷大学吹奏楽部創部50周年を迎へ
吹奏楽部長　村井　龍治

　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部は本年50周年を迎えることができました。これも大学をは
じめ、若林監督、児玉コーチをはじめとする講師の先生方、また関係者の皆さまのご尽力の賜物
と心より感謝申し上げます。
　また、吹奏楽部をこよなく愛し、その発展に寄与していただいております吹奏楽部のOB、
OGの皆さまには心よりお礼申し上げます。
　私が前任の大柳満之先生より部長を引き継ぎ、４代目の部長となりますが、部長に就任して３
年目で、若林監督や児玉コーチはじめ、本学職員であり吹奏楽部OB、OGの室矢、水野、服部、
栗田４副部長にはご迷惑をおかけしながらの部長就任でした。
　そして就任し、サマーコンサート、定期演奏会はじめ、吹奏楽コンクールや龍谷大学吹奏楽フェ
スタなど多くの演奏会に参加させてもらい、そのたびに大きな感動をいただきました。また、創部
50周年記念ということで、昨年、吹奏楽部初の海外遠征となるスイス・チューリッヒにて開催され
た「The World Youth Music Festival（WJMF）」に出場し、コンテスト最上位クラスであるトッ
プクラス部門において第１位を獲得するという一生忘れらない喜びを共有することができました。
　私自身、多くの演奏会に参加させてもらい、そのたびに若林監督や児玉コーチの作り上げられ
た音楽を部員が見事に再現していくことに、心躍る想いで聴き入っていました。その中でも心に
残る演奏会はいくつもありますが、本年９月８日の龍谷大学吹奏楽部 創部50周年記念演奏会 飯
塚公演は、特に部員のプライドを感じる演奏でした。10日余りの九州遠征の最終日で部員は疲労
もピークとなった日の最終演奏会でした。しかし、リハーサルでの修正を本番では見事な演奏に
仕上げました。その時の演奏は今でも耳に残っていると同時に部長として学生を誇りに思ってい
ます。
　創部50周年を経て、この後10年、20年、さらに創部100周年に向けてさらなる高みを目指して
活動してまいります。総勢1000人を超えるOB、OGの諸先輩方や吹奏楽部を応援してくださる
すべての方々のご支援があれば、今後も成長し続けていけるものと確信しております。皆さまに
感謝いたしますとともに、今後ともご指導、ご鞭撻いただけますようお願い申し上げます。



Message

　あそびに行ったバンドが、何時しかかけ
がえのない愛するバンドとなった。

　そして…
　今年、『創部50周年』メモリアルイヤー
を迎えた。

　現役生のみならず、絶やさぬ歴史を常
に創り続けて来たOB・OGバンドである
龍谷シンフォニックバンド（20周年）で指
揮をさせて頂くことになり、4年…
　卒部生も巻き込む龍谷ファミリーに深
く根を下ろし、更なる高みを目指し活動を
盛り上げて行きたい。

　「人生は、もっとよい世界を切り開こう
と努力する場合に、初めて生き甲斐ある
ものとなる。将来にまったく不安がなくな
れば、だれ一人として努力しなくなり、人
類は滅亡してしまうのだ。」（ドワイト・アイ
ゼンハウアー）

　創部100年への長いカウントダウン
が始まった。
　どんなバトンを託すことができるか…
　未来、良い時も悪い時も、共に助け合
い、励まし合い、夢を語り合いながら涙
を流し、仲間を信じ、尊い冒険の歴史が
続く…

　今後も皆さまの深い深い愛に感謝し、
未来永劫愛され続ける龍谷大学吹奏楽
部を目指して…

Walk on…Walk on…

　創部50周年、おめでとうございます。学生は長くて4年ですが、
私は35年もの間このクラブに関わって来ました。龍谷大学吹奏楽
部（以下龍吹）の生き字引みたいなものですね。
　龍吹との初めての出会いは、1983年度幹事長の轡田君が、
当時京都市立芸術大学教授で駒澤大学吹奏楽部常任指揮者の上
埜孝先生にご指導を仰ぎ、5年で全国大会に出られなければ辞め
る、という条件の下、私は先生の運転手兼コーチとして指導に携
わるようになりました。当時の龍吹は京都府代表にもなれない有
様で、とても5年で全国なんて無理だと思っていました。しかし当
時の学生達の努力が実り、2年目で京都府代表、4年目には当時
無名の佐渡裕氏の指揮で全国大会出場を果たしてしまったので
す。実力の伴わないまま佐渡氏のカリスマ棒で全国まで行ってし
まい、条件の5年を見事にクリアしましたが、ここからが試練の始
まりでした。1988年からは私が指揮をすることとなり、京都落
ち、関西落ちという悔しい経験もしましたが、監督・常任指揮者

（外部指導者）となった1992年には忘れもしない全国大会初の
金賞を受賞しました。本番直前の幹事長内田君の皆をまとめる姿
に感動したのを今でも鮮明に覚えています。その後は全国常連と
はなりますが、なかなか金賞が取れず、現代の吹奏楽 “響宴” で
知り合った酒井格氏に自由曲を委嘱することになり、相性が良かっ
たのか、金賞を連発します。気を良くして、なんと委嘱を含む計
8曲を全国で演奏し、酒井作品と言えば龍吹と言われるようになり
ました。その後も全国に連続出場し、今までで全国大会に20回
出場、金賞10回銀賞10回を受賞。2017年にはスイスチューリッ
ヒで初の海外コンクールに挑戦し、最高レベルでの一位に輝き、
今や日本を代表する大学バンドに成長しました。その間、2007
年3月で私は京都市交響楽団を退職し、4月からは専任の監督と
して11年、現在に至ります。
　龍吹の改革もいろいろあります。まず、私が関わった初めての
年の第10回定期演奏会から会場が八幡市文化センターになり、
全国バンドになってからはお客様の入りがすこぶる良く、一日に
二回公演を数年続けるが限界を感じ、1998年から同じ八幡で初
のサマーコンサートを開催。1999年には定期演奏会をびわ湖
ホール、サマーコンサートを八幡と定着させました。2015年か
らは定期演奏会大阪特別公演をザ・シンフォニーホールで開催、
好評を博しております。そして今年度はサマーコンサートをびわ
湖ホールに移し、ステージドリルはどうなることか、と心配しまし

　龍谷大学吹奏楽部創部50周年！
　50年という長い時間…　
　良い時も悪い時も、共に助け合い、励ましあい、夢を語り合い
ながら涙を流し、仲間を信じた時間、尊い時間の積み重ね…
　これまで支えて頂いた大学をはじめ、若林監督、諸先生方、関
係者皆様の深い深い『愛』の結晶。
　深く深く『感謝』、そして未来へ、未だ見ぬ世界への決意の瞬間
　…『冒険』
　
　積み重ねた歴史の重みを噛みしめながら…

　出会い…
　『こだまくん、一度あそびに来ない？』
　2008年8月、僕がコンサートマスターを務める吹奏楽団の客
演指揮者として若林監督を迎え、熱くときめく舞台が繰り広げら
れた。
　何と心地よい指揮、何と爽やかな指揮、何と自然な音楽…惚
れた。
　そして宴の席で一言。
　…あそびに行った。
　「音楽」「感謝」を掲げる仲間たちの清々しい態度、自由で音楽
に満ち溢れた空間から生まれるレベルの高いサウンドとアンサン
ブルを前に、確かな歴史を感じると同時に、畏敬の念すら覚えた。
　泣いたり笑ったり、素晴らしい講師陣に育まれた学生はいつも
きらきらしていた。
　いよいよ、どんどん、ますますのめり込むこと4年…

　『こだまくん、一緒にやらない？』
2012年（龍の年…ご縁だろうか）龍谷大学吹奏楽部コーチに就任。
　大きな歴史の流れに飛び込む事になった。
　就任時、大学に寄せた挨拶から…
　「夢中になるもの…刺激的な中に美しさが宿るもの。シス
ティーナ礼拝堂で模写したミケランジェロに首が痛くなる程時間
を忘れた。空気を味方につけた佇まいに極美と普遍性を感じる瞬
間、心のひだに沁み入る音世界の創造に努めたい」
　これを気構えに、最初は戸惑うも夢中に我武者羅に6年…
　文字通り、学生たちと青春を共にした。

龍谷大学吹奏楽部
音楽監督・常任指揮者

若林　義人

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。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
ウィンドオーケストラ指揮者に就任。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10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。

【プロフィール】

たが、オーケストラピットでの響きが素晴らしく、とてもゴージャ
スなステージとなり、これからが楽しみとなりました。また練習場
の移転も大きな変革の一つでしょう。深草の紫朋館モーツァルト、
ベートーベン。懐かしいですね。2005年に瀬田学舎に新練習場

（青朋館）が出来、練習環境が一変しました。深草を追い出され
た形で瀬田に移りましたが、最初は嫌々移転したにも関わらず、
この素晴らしい環境に次第と慣れて行き、全国バンドとして揺る
ぎない地位を獲得出来たのは練習場ありきだと思います。また、
部員のマンモス化もこれに起因しているのでしょう。練習場を作っ
て頂き、音楽家を専任監督に迎えて頂いた龍谷大学には本当に
感謝しかありません。
　もう一つ根本的な変革と言うと、龍吹のサウンドの変化です。
黎明期は質術剛健それいけ金管！！ 酒井作品時代は繊細さ美しさ。
さて現在は、、、まだまだこれから楽しみな龍吹です。あっと言う
間の35年でしたが、私ももう少し頑張って次の指導体制へと繋げ
て行きたいと思っております。いろいろと時系列で綴ってきました
が、コンクールだけでなく、その他の演奏会、演奏旅行、学生
達との交流、様々な人との出会いがこの35年に詰まっており、と
ても一言では言い表せません。最後に、この龍吹を作り、支えて
来られたOB・OGの皆さん、ご指導に携わって来られた先生方、
手厚い御支援を頂いている大学関係者の皆様に厚く御礼申し上
げます。そして、私や龍吹に多大な影響を与えて頂いた故上埜
孝先生、部長として大変お世話になった故岸田理先生、故水原總
平先生、卒部生で残念ながら早世された方々のご冥福を祈り、
私のご挨拶とさせて頂きます。

Yoshito Wakabayashi

龍谷大学吹奏楽部
コーチ

創部5年［0歳］

創部50年［45歳］

創部20年［15歳］

創部10年［5歳］

創部20年［16歳］

創部40年［35歳］

児玉　知郎
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卒業。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。 クラリネットを故浜中浩一、本田耕一、
ギィ・ドゥプリュ、ロマン・ギュイオの各氏に師事。現在、龍
谷大学吹奏楽部コーチ。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。
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Message
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　そして…
　今年、『創部50周年』メモリアルイヤー
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を流し、仲間を信じ、尊い冒険の歴史が
続く…
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龍谷大学吹奏楽部創部５０周年によせて
ＯＢ会長（第14期　幹事長）　熊谷　正明

　今年、龍谷大学吹奏楽部が創部50周年を迎えましたこと、誠におめでとうございます。
　これまで当部を温かく見守り応援して下さった、歴代OB・OGの皆様、学内外関係者をはじ
め吹奏楽連盟等関係各位の皆様に厚く御礼を申し上げます。
　また、当部の運営や音楽面において若林音楽監督、児玉コーチをはじめ、各講師の皆様には、
日頃より学生諸君を指導して頂いておりますこと、深く感謝を申し上げます。
　さて、OB・OGも総勢約1000名となりました。皆様のそれぞれの現役時代のご苦労やご活躍
に敬意を表すると共に、改めて50年が経ち、年齢層の広がりを痛感している次第であります。
　50年の歴史を簡単に振り返れば、応援総部永久廃部後の、1968年に「研究会」として再出発し、
1973年に「同好会」、1978年には「部」へと昇格を果たしました。暫くは学生主体の活動でしたが、
1983年から専門の指導者を招き、大学の強力な支援のお陰で、これまでコンクールでの数々の受
賞、国内外での活発な演奏活動等、それこそ日本を代表する大学バンドへと発展してまいりました。
　私は、かつて在籍した吹奏楽部がここまで発展するとは夢にも思っていませんでしたし、いま
や中学生、高校生吹奏楽部の憧れの大学バンドとなっている事を、OBの一人として大変嬉しく
思っております。
　歴代のOB・OGの皆様におかれましては、在籍した時代は違えども、当吹奏楽部で苦楽を共
にした仲間として、これからも末永く龍谷大学吹奏楽部を応援して下さる事を切にお願い申しあ
げ、簡単ではありますが50周年記念のご挨拶といたします。

創部50周年記念誌発刊に寄せて
第50期　幹事長　芹口賢次郎

　本年度、龍谷大学吹奏楽部は創部50周年を迎えました。
　“無事に”という言葉を使いたいところではございますが、何事も無く、安心安全に、50年間
一つの大きな団体が活動を続ける、という事は不可能に近いのではないかと思います。この50年
という歳月は、これまでの先輩方があらゆる事に挑戦され、紆余曲折ありながらも試行錯誤し、
とても尊い伝統を築いてこられた歴史であります。
　創部50周年記念誌作成にあたり、過去３回分の記念誌を隅まで読み漁りました。そこに残され
ていたのは、これまで龍谷大学吹奏楽部に関わってこられた多くの方々の“想い”であり、私た
ち後輩への大きな“期待”でもありました。私自身、もっと早い時期にこの“想い”に気付けて
いたら、また違った吹奏楽部での活動が送れたのではないかと思うばかりです。
　現在、龍谷大学吹奏楽部は総勢約190名という大所帯のバンドに成長しました。しかし、人数
がいくら増えようとも、真の意味でのバンドの成長という視点で見ると、まだまだ至らぬ点で溢
れております。
　この創部50周年記念誌「翔奏」が今日までの龍谷大学吹奏楽部の軌跡として残るとともに、今
後の後輩達の新たな前進へとつながる、一つの道標となることを願っております。
　最後になりましたが、創部50周年を迎えるにあたり、これまでにご尽力いただきましたすべて
の方々、また、本記念誌にお忙しい中ご寄稿いただきました関係各位に厚く御礼申し上げます。
今後とも、龍谷大学吹奏楽部へのご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

挨 拶
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1968-1988 ［昭和43年〜昭和63年］

1968 昭和43年 ◦応援総部永久廃部にともない吹
奏楽部解散

◦吹奏楽同好会として再発足
◦ボックス炎上

1970 昭和45年 ◦吹奏楽研究会に改称
◦岸田 理初代部長就任

1971 昭和46年 ◦京都府吹奏楽連盟加盟

1972 昭和47年 ◦関西学生吹奏楽連盟加盟・
　全日本学生吹奏楽連盟加盟
◦第１回学内演奏会開催

1975 昭和50年 ◦第２回定期演奏会にて客演指揮
として文字清氏を迎える

1976 昭和51年 ◦OB会発足（24人）
◦バトントワラーズ発足
◦龍谷祭パレード初参加

1973 昭和48年 ◦学友会学術文化局認定同好会と
なる

1974 昭和49年 ◦第１回定期演奏会開催

1977 昭和52年 ◦降誕会パレード始まる

松山城にて春の合宿（昭和43年／1968年）

龍谷祭パレード（昭和51年／1976年）

青少年ブラスコンサート出演（昭和47年／1972年）

第２回定期演奏会（昭和50年／1975年）

降誕会パレード（昭和52年／1977年）

夏の合宿（昭和45年／1970年）
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◦全日本吹奏楽コンクール京都府
予選初出場（金賞受賞）

◦認定同好会より部に昇格、龍谷
大学学友会学術文化局吹奏楽部
となる

1978 昭和53年

◦アンサンブルコンテストに於い
て初優勝（サックスパート）

1980 昭和55年

◦ドイツ 演奏旅行
◦第８回定期演奏会にて初めての
ステージドリルを行う（京都会
館第１ホール）

1981 昭和56年

◦創部15周年記念第10回定期演奏
会（八幡市文化センター）上埜
孝氏、若林義人氏、井谷昭彦氏
による指導開始

1983 昭和58年

◦第11回関西吹奏楽コンクール
　中谷満氏の指揮で出場

1984 昭和59年

◦第34回全日本コンクール
　佐渡裕氏の指揮で出場

1986 昭和61年

◦洋上セミナー
◦若林義人氏初コンクール
◦ 第15回定期演奏会にて、建部知
弘氏客演指揮、井谷昭彦氏客演
演奏を迎える

1988 昭和63年

第５回定期演奏会（昭和53年／1978年）

第８回定期演奏会（昭和56年／1981年）

第11回定期演奏会（昭和59年／1984年）

第34回全日本吹奏楽コンクール（昭和61年／1986年）

第15回定期演奏会（昭和63年／1988年）
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1989-2008 ［平成元年〜平成20年］

1989 平成元年 ◦岩井直溥客演指揮

1990 平成２年 ◦第17回定期演奏会にて客演指揮
として、丸谷明夫氏を迎える

1991 平成３年 ◦紫ジャンパー製作

1994 平成6年 ◦青ブレザーから紺ブレザーへ

1996 平成8年 ◦第44回全日本コンクール銀賞受
賞

◦ひらかたパークでパレード

1995 平成7年 ◦がんばろうや神戸！阪神淡路大
震災復興支援コンサート

◦第43回全日本吹奏楽コンクール
金賞受賞

◦北陸高校演奏会

1993 平成５年 ◦夕照コンサートが始まる
◦第41回全日本吹奏楽コンクール
銀賞受賞

◦第20回定期演奏会初の２回公演
を行い、客演指揮として木村吉
宏氏を迎える

1992 平成４年 ◦指導者体制変わる
　〈音楽監督・常任指揮者〉
　　若林義人
　〈主任講師・ミュージカルアド
バイザー〉　竹林秀憲 

　〈専任講師〉　井谷昭彦
　　　　　　　宅間 斉
◦第40回関西吹奏楽コンクール初
の金賞受賞

第17回定期演奏会（平成２年／1990年）

第16回定期演奏会（平成元年／1989年）

第19回定期演奏会（平成４年／1992年）

第40回全日本吹奏楽コンクール（平成４年／1992年）

第20回定期演奏会（平成５年／1993年）
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◦フレッシャーズキャンプ初参加
◦「音楽」「感謝」を念頭におく

平成9年1997

◦創部30周年記念
◦サマーコンサートの開催
◦龍谷シンフォニックバンドの結
成

平成10年1998

◦初のびわ湖ホールでの定期演奏
会

平成11年1999

◦10泊11日の北海道演奏旅行
◦初のRECコンサート開催

平成13年2001

◦全国大会初の三年連続出場平成12年2000

◦初の全国大会三年連続金賞受賞
達成

平成16年2004

◦練習場所を深草学舎から瀬田学
舎へ移行

◦九州演奏旅行
　（熊本、福岡、佐賀、鹿児島）

平成17年2005

◦若林義人氏の音楽監督就任平成19年2007

◦初めてのCD製作
◦創部40周年記念

平成20年2008

サマーコンサート（平成10年／1998年）

初のびわ湖ホールでの第26回定期演奏会（平成11年／1999年）

北海道演奏旅行（平成13年／2001年）

第32回定期演奏会（平成17年／2005年）

サマーコンサート（平成19年／2007年）
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2009-2018 ［平成21年〜平成30年］

2010 平成22年 ◦北陸遠征旅行の開催
◦大阪フェスタ開催
◦サマーコンサート
　マーチングステージ３部開催

2011 平成23年 ◦東日本大震災チャリティー開催
◦駒澤大学とのジョイントコン
サート

◦早坂雅子氏の専任講師就任

2015 平成27年 ◦定期演奏会大阪特別公演開催

◦近畿大学とのジョイントコン
サート開催

平成28年2016

◦スイスで開催されたWorld Youth 
Music Festivalトップクラス部
門において第１位受賞

平成29年2017

◦創部50周年記念演奏会in九州の
開催

◦サマーコンサート初のびわ湖
ホール開催

平成30年2018

2012 平成24年 ◦宮城県南三陸町
　チャリティーコンサート開催
◦児玉知郞氏のコーチ就任

2013 平成25年 ◦岡山フェスタ、広島フェスタ開
催

スイス遠征（平成29年／2017年）

飯塚公演（平成30年／2018年）

花まつり（平成21年／2009年）

龍谷×駒澤チャリティージョイントコンサート2013（平成25年／2013年）

初の大阪シンフォニーホールでの定期演奏会（平成27年／2015年）
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これまでの寄稿文から
吹奏楽部の思い出

吹奏楽部初代部長　　　　　　　 
経済学部教授　岸田　　理 

（創部15周年記念誌より）

　龍谷大学に吹奏楽部が再建されて、もう15年になる
と言う。まるで昨日のことのようである。今後の記録
のため、思い出すまま特徴的な出来事を以下に記して
おこう。
　現在の吹奏楽部の前身は、実に龍大にかつて存在し
た応援団に所属していたものである。ところが、昭和
43年春、その応援団は、強制勧誘をめぐって生じた不
祥事件のため、やむなく解散させられた。したがって、
旧吹奏楽部も自然的に消滅することとなったのである。
　僕が現在の吹奏楽部に関係するようになったのは、
その後からのことである。確か学園紛争が始まる前で
あったと思うが（昭和45年春）、中尾勇哲君が突然やっ
て来て、「旧吹奏楽部を新たな同好会として再発させ
たいので、顧問になって欲しい」と言う。僕がそれ以
前に学生部長を勤めていた関係もあって、おそらく当
時の学生課がそれを指示したのであろう。というのは、
学生課では、一方では吹奏楽愛好の士の再建への情熱
を理解しながらも、他方ではその同好会結成が応援団
の再建につながりはしないか、と恐れたからであろう。
諸般の事情を考慮して、ともかく僕は顧問を引き受け
ることにした。
　それから間もなく、イギリス留学のためロンドンに
向けて出発したが、その後一年間、吹奏楽同好会のメ
ンバーは幾多の困難な状況のなかで再建に努めたよう
である。
　現在、OB会の会長をしている川島謙一君から、そ
の当時の苦労話を後になって聞かされたものである。
　その後は、伊藤真君などが中心となって、今日の発
展への基礎づくりが行われ、中井一裕君が幹事長の時
に、初めて学外で定期演奏会が持たれた（昭和49年12
月）。
　いまだ正式のクラブになり得ないまま、第一回定演
を府立勤労会館でヤリ遂げたことは、吹奏楽部の歴史
のなかで一つの画期的な出来事であった、と言えよう。
　その後は比較的順調に事が運び（クラブ昇格をも含
めて）、吹奏楽部も着実に力をつけ、大西敏徳君が幹
事長の時、遂に京都府吹奏楽コンクールに出場するこ
とができた（昭和53年）。それ以来、出場回数を重ね
ながら、ほとんど金賞を取りつづけてきたことは、誠
に立派と言わねばならない。
　以上のような活躍を通じて、OBも徐々に増え、今
では強力なOB会が結成されて現役のメンバーを直接・
間接に支援している状況である。誠に喜ばしい限りで

ある。
　過ぎ去った日々はいかにも短い。しかし、吹奏楽部
にまつわる思い出はつきない。紙面の都合上、いちい
ち名を挙げ得なかったが、吹奏楽にいっときの青春と
情熱をかけた、あの顔・この顔がはっきりと思い出さ
れる。このような先輩がいたからこそ、今日の吹奏楽
部が成り立っているのである。現役諸君の今後の務め
は、これらの先輩のエネルギーを正しく継承し、それ
を発展させることである。そして、いつの日か、関西
学生吹奏楽界はおろか、全国のそれに躍り出て、天下
にわが龍谷大学吹奏楽部の名を轟かせることである。
夢と希望のないところに、真の向上はあり得ない。いっ
そうの精進を祈るや切である。

創部30周年を祝して
吹奏楽部初代部長　経済学部教授　岸田　　理 

（創部30周年記念誌より）

　わが龍谷大学吹奏楽部がついこの間、同好会という
形でスタートしたと思っていたのに、早や30年もの長
い年月が過ぎ去ったとは、ただただ時の流れの速さに
驚くばかりである。
　しかし、この間に色々な出来事が生起したのも事実
である。その色々な出来事をめぐって悪戦苦闘してい
た幾多のOB諸君の顔がつぎつぎと思い出される。誠
になつかしい限りである、確かにそれぞれの諸君は２
年ないし４年という周期で吹奏楽部にあい集まり、ま
た、ここから立ち去るというプロセスをたどってきた
わけであるが、私の場合は30年間のほとんどをクラブ
顧問として関わりを持った関係上、吹奏楽部発展の有
様をつぶさに眺めることができた、誠に幸運な立場に
あったと言えよう。今、ここに印象に残っている２、
３の出来事を記して、OB諸君ならびに現役諸君の参
考に供することにしよう。
　吹奏楽部発展の初期に生じた大きな出来事としては、
定期演奏会の学外開催があった。当時、吹奏楽部の技
術的水準はさほど高くなく、したがって、知名度もま
だ低かったが、「わが龍谷大学吹奏楽部ここに在り」
との心意気を示すものとして、昭和49年12月17日、京
都府立勤労会館において第１回定期演奏会が開かれた。
当日の聴衆は至って少なく、そのうえ非常に寒い日で
もあったが、部員の熱気がそれらのマイナス面を吹き
飛ばすほどの力のこもった演奏会であった。それ以来、
学外定期演奏会は１度も途絶えることなく今日に至っ
ている。
　ついで、第２の出来事といえば、初めて吹奏楽コン
クールに参加したことである。本来、大学のクラブ活
動には２つの種類があるようである。１つは、単なる
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課外活動として仲間うちだけで楽しみ合うクラブ活動
と、もう１つは、クラブ活動を単に大学という狭い範
囲内にとどめることなく、他流試合も辞さないという
競争的性格を持ったクラブ活動の２種類である。龍谷
大学吹奏楽部も初めの頃は専ら前者の道を辿っていた
が、いつごろからか後者の道を選択するようになり、
ついに昭和53年８月９日、京都会館第１ホールで行わ
れた京都府吹奏楽コンクールに出場し、見事に金賞を
獲得した。それ以来、何度か選ばれて関西や全国規模
のコンクールに出場し、数々の名誉ある賞をいただい
たのである。コンクールへの道を選択した当時の部員
たちの決断に今あらためて敬意を表したい。
　さらに、第３の出来事としては、定期演奏会へのス
テージ・ドリルの採用がある。当時、そのための根幹
として次のようなことが主張された。「単なる演奏だ
けでは本格的な吹奏楽部の演奏会にはならない。より
高度な水準に到達している他の大学の吹奏楽部では、
すでにステージ・ドリルが採用されている。」と。結
局このような主張がステージ・ドリルの実行を可能に
し、昭和56年12月５日、京都会館第１ホールで行われ
た第８回定期演奏会において華々しくステージ・ドリ
ルが展開されたのである。初代ドラム・メジャーの満
足そうな顔が眼前に浮かんでくる。
　ともかく、今から思えば、つぎつぎと新しいことを
試みた時期というのは、龍谷大学吹奏楽部の水準が向
上していた時期を象徴していたのであろう。龍谷大学
吹奏楽部の部員全体の切磋琢磨もあってようやくその
名を全国に知られるようになったが、ここでわれわれ
はもうひとつの重要な側面を忘れてはならない。それ
はわが吹奏楽部に多くの良き指導者をお迎えできたこ
とである。音楽を愛し、学生を理解し、親身になって
ご指導いただいた立派な先生方が過去にもおられたし、
また現在も多くおられるという状況はわが龍谷大学吹
奏楽部にとって誠にありがたい極みである。このよう
な先生方なくして龍谷大学吹奏楽部の今日はありえな
かったであろう。心から感謝申し上げる次第である。

　さらに最後に付け加えるべき点は、陰に陽に吹奏楽
部を支えてくれたOB諸君の働きである。現役諸君は
吹奏楽部に対するOB諸君の特別な思いを自分の思い
として、彼らより受け継いだ高度の水準を決して落と
すことなく、それにいっそう磨きをかけて次の世代に
立派に伝えていただきたい。龍谷大学吹奏楽部創部30
周年は、また新しい世代への旅立ちの時でもある。お
めでとう。

吹奏楽部不屈の精神
第１期　元OB会会長　川島　謙一 

（創部15周年記念誌より）

　人の記憶は案外不確実なものである。ましてそれが
15年も以前の事になると、部分的に強く脳に印象され
ている“点”としての記憶はともかく、その前後を引っ
ぱり出し、“線”として組立てようとすると、とたん
に説明が難しくなってしまうものであります。
　この度、吹奏楽部部長（顧問）・岸田先生の発案により、
15年誌が企画されたことは、OB諸兄の部分的な記憶
を一本の線として編集し、吹奏楽部の歴史を正確に伝
承するものとして、また、多くの卒部生が口を揃えて
言うであろう、“青春の思い出”を集積するものとし
ても意義深いものといえるのではないだろうか。
　草創の頃
　昭和42年４月、龍谷大学応援団（正確には応援総部
と称し、タテマエとしては中執が統括する実行委員会
であった）が、当時の関西６大学野球リーグで、常に
優勝争いに顔を出す程強力であった野球部の応援にあ
たり、他５大学に遜色無い活動をするためには、わが
団にも是非ブラスバンドが必要であるとして、創設に
乗り出したのが吹奏楽部のそもそもの始まりだった。
　応援団と吹奏楽は一般的なとり合せではあるが、本
質的にはお互い相容れない組合せであったと思う。創
部当時25人分ほどの楽器が用意され、部員を募集した
が、やはり応援団との同居をきらい、入部する人は少
なかった。また発足寸前の吹奏楽部を応援団と完全に
切り離して独立させようとした動きがあったが、これ
を察知した団の牽制により、簡単につぶされたことも
あったと聞く。
　このような状況から発足時のメンバーは10名足らず
であったと記憶しているが、この内の３人位は応援団
との顔合せ練習をした翌日から顔を見せなくなってし
まい、結局残ったのは７人程で、何とも心細い、前途
多難を思わすスタートであった。
　その頃のメンバーはそれぞれに個性の強い、おもろ
い奴が多かったが、特に思い出されるのはやはり“初
代部長”鎌田隆康氏と、“初代女性部員”大島由美さ
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ん（この頃の人物と事柄には総て初が付される）それ
に初代指揮者兼コンサートマスター兼トラブルメー
カーの山崎雄二氏の事である。鎌田氏は表現し難い味
のある、頼りになる男であったが、氏からも本誌に寄
稿されるということなので詳細は割愛させていただく
ことにする。
　大島由美さんは私と同期であり、伝統ある書道部に
在籍しながら高校時代やっていたクラリネットも吹き
たいと、２足のワラジを履いた、これまた頼りになる
お姉さんだった。短期大学部卒業後すぐに結婚したと
風の噂に聞いた以外は連絡が途絶えてしまったが、彼
女はレッキとしたOG第一号なので何とか連絡をとり
たいものと思う、彼女におごってもらった、喫茶“み
どり”のコーヒーの味はホロ苦い思い出である。
　さて初代指揮者、山崎雄二君についてであるが、彼
は高校時代鳥取県下№１のホルン吹きと言われた逸材
であり、当時の学生としては、卓越した才能を持つ男
だったが、応援団主導形で10人足らずのバンドでは、
活躍の場があまりにもお粗末で、持てる力が空転する
ばかりであった。しかしこれ以下はあるまいとさえ思
える、当時のブラスバンドが、どうにか活動できたの
は彼の力による所が大であったと言える。
　吹奏楽研究会の所以
　昭和43年春、幹部を交替した応援団が新組織となっ
たが、前年度３人であった幹部が一きょに８人に増え、
組織の型が逆ピラミッド型となり、バランスが悪く
なった。この組織バランスの不安定化が、直後に発生
した“事件”の要因となったことは否めない。
　この“事件”とは、応援団特有の暴力沙汰に端を発
するものであった。もちろん吹奏楽部員とこの事とは
何の係わりもなかったのだが、この事件を契期に、応
援団は“永久解散”処分を受け、応援団の傘の下に
あった吹奏楽部も帰属すべき団体を失い、学友会から
も、大学からも絶縁されてしまったのである。しかし
楽器とボックスが没収されなかったのは、当局のせめ
てもの恩情と解釈し、この時点から吹奏楽部は『吹奏
楽同好会』と名称を改め、孤立無援の非合法団体とし
て再出発することになった。この時踏ん張ってくれた
のが、前述の人以外に、富田真史君、中尾勇哲君と当
時一回生だった松本久司君等であった。特に富田、中
尾両氏は「やめたい、やめたい」とボヤキながらもつ
いに最後まで残ってくれたし、松本氏は、この人抜き
では再建の話はできない程、力を尽してくれた功労者
といえる。
　この年の６月頃から、一回生数名を含め、署名運動、
学文局への協力依頼、学生課との話し合い、嘆願書の
提出など、あらゆる手を尽してみたが、解決の糸口さ
えつかめない状態が続いた。学内では我々に対し同情

的な声も多かったのだが、やはり応援団の残したキズ
は予想以上に大きく、再建は困難を極めた。単なる音
楽サークルを再建することに反対するのではなく、そ
れを足掛りにまたぞろ応援団が復活するのではないか
という意見が大勢を占め、重い足かせとなったのであ
る。事実吹奏楽同好会（研究会）が学友会の認定を受
けたのは、この“事件”を知る人達がすべて卒業して、
さらに１年を経た昭和48年10月になってからであった。
　ボックス炎上
　このような混迷を続けながらも、練習だけは続けた。
単なる同好会としての活動なので、学内では練習場所
を確保できず、稲荷山中腹、墓地公園（深草霊園）・
名神高速道路のガード下などが主な練習場所であった。
夏には小豆島で合宿も行い、未熟ながらも、再建に対
する熱意だけは失うまいと努力を続け、奔走した。し
かしすべての面で中途半端な存在であり、松本君を中
心とする一回生グループが、同好会の在り方、練習の
内容に問題点を投げかけ、一時離会してしまったが、
無理のない事であった。
　そんな矢先、現在の16号館の北側付近にあったボッ
クス会館から火災が起こり、楽器・譜面などを灰にさ
れてしまった。“事件”から半年、一回生の離会など
山積みにされた問題を何一つ解決できずにいる間に、
今度は火災というアクシデントに見舞れ、さすがに「も
うアカンわ」と思ったものである。
　『災いを転じて福となす』という言葉があるが、火
事の後始末に全員が忙殺される中から、折角ここまで
やってきたのに、こんな事でやめてたまるか、という
気がしてきた、とにかく最後までやってみようと気を
取り直したのである。その年は結局火事の後始末だけ
で終ってしまったが、44年から松本君等を中心とした
旧一回生グループが、同じ思いにかられて、『もう一
度やってみたい』と復帰してきた。この旧一回生グルー
プの復帰が大きな力となり、昭和45年には吹奏楽研究
会と名称を改め、会則に『応援活動は一切行わない』
という特別条項を盛り込んで、２度目の再出発を期し
たのである。
　この時、学生課より会則の整備と同時に、同好会に
は学内の教授クラスの方が部長としてついていなけれ
ば活動を認めない旨を申し渡され、思案したが、当時
の幹事長・中尾勇哲君が多分断られると思うが、自分
のゼミの先生に頼んでみる、というので断られても仕
方がないと思いつつ、お願いしてもらった所、引き受
けてもらえる事になった。それが現在の我が吹奏楽部
の師・経済学博士、岸田理先生であることは周知のと
おりである。あのちっぽけな集団が、今日龍大を代表
するクラブの一つにまで発展できたのは、先生のご尽
力があったればこそである。
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　おわりに
　以上、ダラダラと拙文を終わるにあたり、後悔して
いることがある。それは文中で個人名を頻繁に掲げて
しまったことである。冒頭にも書いた如く、人の記憶
（特に自分の場合）は案外いい加減なものであり、個
人名を書いた事に依り、その人達だけに功労があった
ような内容になっていないかと心配になってきた。
　現在でも顔はよく覚えているが、名前を思いだせな
い人。諸般の事情から、短い期間で退部してしまった
人等、今日の吹奏楽部ができるまでには、多くの人が
働き、努力した事を付しておきたい。また応援団に関
しても否定的な面ばかりを書いた、たしかに組織とし
ては融合できる相手ではなかったが、個人的には再建
のため、影から強く支援してくれた方もいたことを忘
れることはできない。

ボックスの現在の写真

あれから50年
第２期　幹事長　中尾　勇哲

　龍谷大学吹奏楽部創立50周年記念誠におめでとう御
座います。思い起こせば半世紀前その当時二十歳前で
活動していた私も今70歳の年を迎えてしまいました。
その当時10名足らずの弱小吹奏楽部でしたが、今や部
員数200名近い規模となったと聞き驚いています。ま
た定期演奏会も44回を数え龍谷大学吹奏楽部も大発展
を遂げ日本を代表する吹奏楽部になり海外にも活動の
輪を広げていると聞き大変嬉しく創立当初から係わっ
た者等として誠に嬉しい限りで御座います。
　さて、今の当吹奏楽部も簡単に出来上がった訳では
有りません。
　思い起こせば私が入学した昭和42年（1967年）に前
身である学友会応援総部実行委員会吹奏楽部が創立さ
れました。部員は少なかったが関西六大学野球の応援
等に参加する等、夏は広島県尾道合宿や春には四国
松山合宿等を行いました。しかし翌二年生の春、昭和

43年（1968年）、応援総部の不祥事が発覚しこれによ
り応援総部は永久廃部となり吹奏楽部も連鎖廃部とな
りました。私達は学内で3,000名にも達する署名活動
も活発に行い大学学生部にも吹奏楽部の単独存続を嘆
願しましたが、しかしまたぞろそれを機に応援総部
が復活する事を恐れた大学側はこれを認めませんでし
た。そこで同好の志で再度活動しようと言う事に成り
「吹奏楽同好会」を発足させ活動を再開しました。（こ
の時内心応援団と離れられて別に活動出来て良かった
と思いました）これが現在の吹奏楽部に繫がって行っ
たのです。早速、顧問には私のサブゼミの先生でもあ
る経済学部（故）岸田　理教授にお願いしました。教
授は快く受けて下さいました。先生は学生部長を退任
された直後だったのです。「中尾君もう少し早く僕が
学生部長の時に話して呉れれば力に成れたかも知れな
い」と言われた事が有りました。（失敗したな残念！
と思いました）　只今、半世紀も前の事で記憶もだん
だん薄くなるのですが思い出しながら書いています。
（今でも心は20歳青春！）さて、何人かの新入部員を
加え細々と活動しながら夏の合宿は小豆島で行いまし
た。
　火事
　夏も終わり新学期が始まりましたがとんでもない事
件が起きました。京都府警敷地側道路に沿って有った
部室の有る建物が火事で燃えました。当部の部室も大
きな被害を受け多くの楽器が類焼しました。大太鼓（バ
スドラム）等が無残に焼け落ちていました。蒸し焼き
になった楽器も沢山ありました。ただスチールキャビ
ネットに収めてあった楽器が幾つか助かったのと練習
の為に自宅に持ち帰っていた楽器が数本助かったのみ
でした。活動拠点を失った同好会は自然に活動も下火
になっていきました。いつ潰れても不思議じゃないと
思う状況の翌年昭和44年（1969年）春、こんな事で吹
奏楽部を潰してはいけないと言う二年生部員等の強
い機運が持ち上がり「龍谷大学吹奏楽同好会」を発展
的解消し新たに「龍谷大学吹奏楽研究会」として再発
足させる事に成りました。苦い経験から野球の応援は
しないと言う条文も入れた規約なども作成し三年生を
幹部体制を敷き活動を再開しました。新部員も数人迎
えたがそれでも15人弱ぐらいだったと記憶しています。
当時は龍谷大学も全国学生運動の影響を受け学生運動
が激しく学園封鎖事件も度々起き、部室も無く練習場
所は学内には講義の邪魔になる等ほぼ確保できず、深
草公園内や、名神高速道路高架下等で行って来ました。
（毎日自宅から楽器の運搬苦痛でした。）夏合宿は長
野県木曽福島で行いました。秋には龍谷祭焼きそばの
模擬店にも出店したりして頑張って来ました。最近の
若い後輩から先輩の現役の時、定期演奏会には何を演
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奏した？コンクール曲は？等と質問を受ける事が有る
がとんでもない話で定期演奏会が出来るようになるの
はまだ６年ほど後の話である。コンクール曲目どころ
の話しでは無かったです。コンクールに出場できるの
はまだまだ何年も先の話しである。認定同好会に成る
のも数年後です。当時は部内の意見の相違も起きたり
して日々部を存続させるのが精いっぱいでした。
　卒業後数年してからもクラブは大丈夫だろうか？と
か人数は何人に成ったのだろう？かとか、心配して夢
にまで出て来ました。その後、認定同好会に昇格した
とのニュースを聞いて喜んでいたものです。あの時
（故）岸田経済学部教授に顧問に成って戴いて良かっ
たと思っています。その後尽力して戴いて吹奏楽部の
発展の基礎を築いて戴き大変感謝しております。さら
に若林監督と言う良き指導者にも恵まれたと思います。
そして後輩たちもよく頑張ったと思います。
　その後の我が吹奏楽部の活躍は皆様が知っての通り
全国大会で金賞を10回も受賞し全国を代表する大学吹
奏楽部の名門大学に成長しました。吹奏楽部が初めて
全国大会仙台大会（1992年、平成４年）で金賞受賞の
時私は幸運にも仙台勤務でした。金賞受賞その場に居
合わせ聴く事が出来たのでその喜びは隠し切れず若林
監督さんとも肩を抱き合い喜んだものでした。
　これからの新しい50年は「栄える物は何

い つ

時か滅びま
す。驕る事無く、いつも初心を忘れずに。」これを胸
に秘め日々精進して戴きたいと思います。私は幸運に
も創立50周年を迎えられました。今の現役の諸君は創
立100周年を迎えられる様70歳まで頑張って見届けて
下さい。今後ますます龍谷大学学友会学術文化局吹奏
楽部の発展を願って止みません。

吹奏楽部の思い出
第５期　今井　健二 

（創部15周年記念誌より）

　大学を卒業してから９年近くたった。30代になった
今、自分の青春である吹奏楽の思い出を書きかけると

数えきれないことが胸によみがえるのであって、とて
も原稿用紙２枚に収まりそうにない。そこで私として
は、創設当時の苦労話は川島先輩や伊藤君などにまか
せるとして、OB会の名簿にのっていない仲間を何人
か紹介することで、お許しをえたい。
その１．林　豊子（70年入学）
　酒屋の娘さんであって、当然酒豪。そのエピソード
も数あるが割愛。当時「私は好奇心の強い女」という
映画を見に行き、ボカしてあるシーンを必死で見たた
め目が悪くなったという伝説がある。このアルトサッ
クス奏者は部の女帝として君臨していたのだが、72年
の春、突如学校をやめてしまってその後消息不明であ
る。「プロポーズ大作戦」に出て、きん枝に探しても
らおうかと思っている。
その２．森井　寿広（70年入学）
　私の中学時代からの知りあいなのだが、哲学の勉強
はまずフルートからという妙な理屈で入部してきた。
当時としては珍しくバイクに乗っていたため「哲人ラ
イダー」とも呼ばれたが、ひげずらの口もとでフルー
トを吹くひわいな姿から、部の中では「ボボタン」と
いう愛称がつけられていた怪人物、３年生の始めに、
わけあって退部。現在、大阪で本の販売会社の経営者。
その３．藤本　佳男（71年入学）
　正確には部員ではなく楽友なのだが、演奏会の時は
大太鼓をたたいたり、いすにふんぞりかえったりして
いる大人物。初の学内演奏会では司会をしてくれたの
だが、一つの曲目紹介に40分間しゃべるという怪挙を
演じている。（私の結婚式の時司会をしてやると言っ
ている…）現在は平安高校の先生。
その４．西原　茂徳（72年入学）
　親鸞との出会いにより人生を知り、天地真理によっ
て生きる希望が与えられたという、このまじめな人物
は、音楽と酒を愛しながらなぜかその身を部にまっと
うできなかった（たしか大学は５～６年通っているは
ずである）。今は故郷の福岡で、中学校の先生。
　吹奏楽と関係のない話をしたようだが、次のことを
わかってほしい。すなわち
◦さまざまな人物が有形無形に吹奏楽を支えてきたこ

と。
◦部とは、いろんな人と出会い自分を大きくする場

だったということ。
　最後に一言、「どんなきれいな曲よりも、どんなき
れいな音よりも、僕をはげましなぐさめた龍大の吹奏
楽こそ世界一」
　OB会の会報を見て驚きました。中橋氏というのが
三郷中学校へ勤めてるんですね。僕とちょうど入れか
わりになったのだけど龍大吹奏楽にいたとは知らな
かった。
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　奈良県警の池尻、県庁の森岡など奈良県人会も多く
なったようです。ところで桜井市役所に勤めている森
岡というのは森岡道朝氏の弟かだれかにあたるので
しょうか？お教え下さい。（だからといってどうとい
うことはないのですが）
　奈良にもいくつか市民バンドがあり、僕も４年前ま
では橿原市吹奏楽団にいましたが今は何もしてません
（家でギターをいじったり、ケーナを練習したりはし
てますが）。京都にも足が遠のいてきていますがそろ
そろ元気を回復したいと思ってます。
　では皆様によろしく。

龍谷大学吹奏楽部創部50周年にあたって

第５期　森岡　道朝

　龍谷大学吹奏楽部創部50周年、おめでとうございま
す！草創期に在学していた者として心から嬉しく、伝
統を引き継ぎ発展させてこられた皆様に感謝を申し上
げます。
　私が在学していた頃は、部員も少なく楽器・練習場
所にも困る状況でした。学園祭で演奏するのが存在感
を示せる唯一の機会でしたが、合宿やコンパにと学生
生活を楽しんでいた様に思います。
　指導・指揮は部員相互が担い系統だった指導は望む
べくもない状態でしたが、部員一同頑張りながらも京
都府吹奏楽コンクールに出場するのが精一杯で、確か
京都会館だったか演奏できたことが一番の想い出です。
　吹奏楽部草創期の一員から見れば、現在の吹奏楽部
の活動はまばゆいばかりに思います。全日本吹奏楽コ
ンクールで数多くの賞を受賞され、CDの発行、国内
外での演奏活動と国内有数のシンフォニックバンドに
成長・発展されました。これは、若林先生を中心とさ
れた指導体制の充実と、その時々の部員・先輩・後輩
の皆様、吹奏楽部の運営を引き継いでこられた現役部
員の皆様の努力の成果であり、敬意を表したいと思い
ます。

　今でも、TVやラジオなどから吹奏楽の音色が聞こ
えてきますと、心が躍り勇気がわきます。私にとって
単に青春時代の想い出ではなく、これまでの人生を支
えてくれてきた存在だと思っています。
　龍谷大学吹奏楽部の益々の発展をお祈りします。

認定同好会への道
　第６期　中井　一裕 

（創部15周年記念誌より）

　早いもので卒業以来８年以上たち、こうして原稿用
紙に向かい現役当時を思いおこすと、楽しかった事、
苦しかった事など色々と思い出される。
　近くの喫茶店のＭ子ちゃんを二人で取りあったＫ君
とＩ君。失恋のあまり休部し、下宿にこもり続けてい
るところをつれ戻したＭ君。運動クラブに強制的に入
れられたところを、かけあいに行き入部させたが、し
ばらくして麻雀に狂い、クラブに出てこないので下宿
まで行って説得し、クラブを続けさせ、最後までやり
通してくれたＮ君。皆元気にしているだろうか。
　私が入部した昭和46年頃は部員も10数名、楽器も少
なく、満足な練習場所もなく、よい演奏など到底でき
ない状態でありました。私自身、中学から吹奏楽を始
め、コンクールでは常に上位入賞している伝統のある
クラブで育った者にとっては、あまりにも貧弱で満足
のいくものではなかった。しかし、このような状態の
クラブにあって私が心の支えとしてきたのは、現在ど
んなによい演奏をするクラブも最初からよいはずはな
く、日々の努力によって成し遂げられたのであり、現
状維持もしくは下降しかないようなクラブよりは、今
はどん底でも日々の努力で、いくらでも向上していく
クラブであるという事。そしてもう一つは、今はOB
会長として現役の面倒を見ていただいている川島先輩
が苦労してクラブを守ってくださった事であります。
応援団によって質入れされていた楽器を先輩等が引出
し活動を始められたのであります。龍大の吹奏楽部は
本当に音楽を愛する諸先輩が苦労して始められたクラ
ブであり、この意志は守り続けなければならないと思
うと同時に誇りにさえ思いました。この話を、時には
くじけそうな部員にすると、皆理解し、以前にも増し
て頑張ってくれたものでした。
　皆の努力により部員も徐々に増え、なんとかまと
まった演奏ができるようになっていったのです。それ
に伴って学外、学内における実績も増し、評価も得る
ようになり昭和48年には長年の願望でもあった学術文
化局の認定同好会となったのであります。
　今でもあの時の感激は、はっきりと覚えています。
日々の活動が認められ学術文化局でも吹奏楽研究会を
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認定してもよいのではないかという事になり、音系
サークルの後押しもあって趣意書の提出となったので
す。原案は先輩の考えられたものがありましたが、会
則が十分ではなく、他大学の部則を参考にする為訪
問し、意見を聞きクラブ内で十分検討して作ったので
すが、それからが大変でした。罫紙による書類の作成、
これは山田さん（現　伊藤夫人）が授業も休んで徹夜
で書き、学文局会議用のガリ版刷り作業など忙しい
日々が続き、やっと学文局会議に提出したのでありま
す。その結果満場一致で承認され晴れて学術文化局の
認定同好会となったのであります。現役の皆もよく頑
張ったが、それ以上に先輩の方々が苦難を乗り越えク
ラブを守ってくださったおかげだと思います。狭いが
ボックスももらえた。雨漏りがし、床の抜けた部屋で
はあったが、それでもうれしかった。皆が集まれる場
所ができたからである。現在では、立派な部室と練習
室があり、演奏面でも相当の向上をみています。今後
とも現状に甘えることなく、よい演奏をするためによ
り一層の修練と、クラブの発展を祈っております。

創部15周年をむかえて
　第７期　杉野　文篤 

（創部15周年記念誌より）

　龍谷大学吹奏楽部に一年余しか在籍していない私が、
OB諸兄の御厚情をもってOB会会員に加えて頂き、ま
た、57年春より吹奏楽部相談役という大役をおおせつ
かって２年が過ぎようとしています。創部15周年にあ
たり、現状と展望について私見を述べたいと思います。
　近年、龍谷大学吹奏楽部は、学内・学外を問わずそ
の活動の頻度は増し、多様化しつつあることは周知の
事実であります。また、日本の吹奏楽の音楽的水準が
急速に上昇している今日、龍谷大学吹奏楽部にとって
も、その質的向上は、内外の要望であるばかりでなく
必然性をもって考えなければならない時代に至ってい
ると思います。過去、文字清先生を音楽監督にむかえ、
昭和53年夏、京都府吹奏楽コンクールに初出場し金賞
を受賞、音楽的基礎作りに取り組み、本年春より、上
埜孝先生（京都市立芸術大学助教授）の御指導を得て、
より本格的なシンフォニックバンドへの道を歩みつつ
あります。
　マーチング・ ドリルへの積極的な取り組みは、５、
６年前より始まり、定期演奏会・依頼演奏において不
可欠のものとなっています。15号館屋上で８期生沢田
君が、必死に半ばあきらめ顔で依頼演奏に備えてト
リックターンを指導していたことが懐しく思い出され
るとともに、現在、カラーガーズを含めて50名編成に
なろうとするドリル隊を見るにつけ隔世の感を禁じえ

ません。
　シンフォニックバンドとマーチングバンドの両立と
いうことが、今日の龍谷大学吹奏楽部に課せられた大
きな課題であり、当然、両者ともに質的向上をはかっ
ていかなければなりません。
　運営面においては、高価な楽器の購入や演奏会など
の資金が膨大な額に達しており、部員の個人負担金が
急増しつつあります。また、部員数の増加とともに部
門の統制や対外的交渉など、これまでどうりにゆかな
い新しい問題も多く出てきております。現役諸君には、
諸先輩の不屈の龍大魂を正しく継承し明日へより大き
く翔いてもらいたいと思います。
　最後になりましたが、岸田先生をはじめとし学生課
の方々、また、吹奏楽連盟の諸先生方、龍谷大学吹奏
楽部に絶えまぬ御厚情を賜りました諸兄に御礼を申し
上げるとともに、尚一層の御指導を御願い申し上げま
す。

回　想 ―第１回定期演奏会の思い出―
第８期　喜多　直哉 

（創部15周年記念誌より）

　昭和48年４月
「部員は何人ぐらいですか。」
　「ウーン、今年の新入生を入れて何とか30人には」

「楽器はあるんですか。」
　「あるにはあるけど音の出にくいのばかり。」

「年間の活動はどんな事を。」
　「年２回の学内演奏会と、あとは適当に。」
　今からちょうど10年前、入試も終り再び音楽を始め
られると希望に胸をはずませて吹奏楽研究会とやらの
門をたたいた私の夢は、このような先輩との会話で、
ものの見事に打ち砕かれた。
　（これじゃ高校のレベル以下だな…）と思いつつも
暇をもてあます４月の新入生には、学生生活のあまり
の虚無さに絶え切れず、いつの間にか毎日練習に顔
を出すようになってしまっていた。当時部員は先輩面
接官の思惑通り30名程度にはなっていたが、練習に顔
を出すのは10名前後、そしてお茶をにごす程度の練習
が毎日続く。何に限らずとも目的のないまま日々をす
ごすほど苦痛なものはない。同じ夢を持ってクラブに
入ってきた仲間が一人二人と去っていく。
　そのような練習がほぼ１年続いたある日、「今年は
初めての定演をやるぞ。」となった。誰が言い出した
やら「金は？」「何で今年やるの？」そんな議論は一
切なし。とにかくやってみよう、という事で準備にと
りかかった。
　自分達の力で自分達だけの演奏会を開くという事は
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そのクラブにとって大きな成長を示すことになる。あ
のようなちっぽけなサークルでも、いずれは大きなス
テージに満員の聴衆を集め、思い切り演奏してみたい。
そう思ってはいたけれど、演奏技術や部員数を思えば、
期待より不安が先に立つスタートであった。
　日時、会場、曲目などは決まったものの、練習内容
は相変わらずで、演奏会まであと１ヶ月、半月と迫っ
てきても曲は一向に出来上らない。長い間練習に来な
い部員を訪れては定演の出演を依頼する。京都産業大
学に足を運んでは足らない楽器の交渉や、応援演奏者
との打ち合せをする。練習よりもそんなことで費す日
が多い。
　色々な悩みをかかえながらも、いよいよ第１回定期
演奏会の当日を迎えた。とにかく曲が途中で止ること
のないよう、無事演奏会が終ってくれればよい。それ
だけを願いながらの開幕だった。ステージから聴衆
の数を数えてみる「一人…二人…」。一つの曲が終る。
形だけの拍手がパラパラ…。みじめだった。最後の曲
が終り幕が降りると何かほっとした気分が全身を走り、
感激も何もない演奏会が終わった。
　その後、私達の間でさまざまな議論が行なわれたこ
とは言うまでもない。「こんなクラブやめてしまう。」
という声も出る半面、心の中は、やはりもっと音楽を
したいという気持ちも強い。誰もが自分の心の中にあ
る矛盾と闘いながら深夜まで議論が行なわれた。部室
だけでは結論が出ず、誰かの下宿へ集ってはまた同じ
ことを続ける。そしてそれが毎日毎日くり返される。
　今となっては第１回定演をとにかく開いたという事
よりも、何かを探しもとめて、青春をぶつけ合ったこ
れらの日々の方が無精になつかしく思える。そしてそ
れが無駄でなかったことは、今年いよいよ第10回目の
定期演奏会が行なわれようとする事でも証明できるの
ではなかろうか。
　すでに定演に顔を出さなくなってから久しいが、聞
くところによると今や京都の大学の中で、最も盛大な
演奏会になっているという。本当に嬉しい。後輩諸君が
よくここまでやってくれたと思う。そして少なからず
とも、我々がその基礎の一部を築いた事を誇りに思う。

15年誌によせて
第８期　福井　　稔 

（創部15周年記念誌より）

　私が入部した時代はまだ同好会で吹奏楽研究会とい
う時代でした。BOXもありませんし、楽器置き場に
軽音楽部の倉庫を貸りている時代です。現在のように
立派な練習所もありませんでした。４回生になって
やっと紫朋館ができ、BOXがもらえました。龍大の一
サークルとして、何かうまく時代に乗れたと思います。
現在は、川島会長より、今年で15年目ですが、学生の
中で生まれたものがよくここまでなったものだと思い
ます。昔は、クラブの存在そのものが問われる時代で
した。今のように龍大を代表するようなバンドになる
とは誰も思わなかったと思います。川島会長も感慨深
いものがあるでしょう。それにしても岸田先生には顧
問を長い間していただきまして、本当にありがとうご
ざいました。これからもよろしくお願い申し上げます。
　さて吹奏楽部も誕生して早くも15年目に入りました。
学生の気質も昔とはずいぶん変わってきています。そ
れと同時に大学のバンドの形態も、徐々に変化してい
くと思います。私は先の大阪城築城４百年祭の御堂筋
パレードにおいて、近畿大学のマーチングバンドを見
まして、非常におどろきました。一大学における150
名強のマーチングは、昔では、考えられませんでし
た。大学間では、近大が別格のように思われますが、
私はそうではないと思います。それだけ世の中に吹奏
楽、いやマーチングバンドというものが受け入れられ
てきた結果だと思います。（もちろん近大自身の努力
もあるわけですが）これからの大学の吹奏楽の形態も
いずれは、近大のように、いわゆるアメリカの大学の
バンドのように変化していくのではないかと思います。
ひょっとしたら、21世紀には、これが主流になるので
はないか、何かそんな気がします。

OB会結成
第９期　熊谷　法明 

（創部15周年記念誌より）

　中学校では楽器を吹く喜びを、高等学校では合奏す
る喜びを、そして大学ではその喜びは自分達でつくら
なければならないことを学んだ。そしてその喜びを追
求して、気づいたら大学生活を終っていた。これだけ
吹奏楽に没頭して学生生活を過ごしたことに非常に満
足を感じ、また誇りに思っている。
　私は、第１回から第４回までの定期演奏会の時期に
現役時代を過ごしたが、よく定期的に続けてこられた
ものだと感心している。楽器を吹き、合奏をし、みん
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なに自分達の音楽を聞いてもらうことがどんなに難し
いことか、いやという程感じさせられたが、私を４年間、
いや正式には５年間吹奏楽部にとどまらせたのは、私
自身が楽器を吹きたかったことが第一の要因だが、先
輩方の影響も大である。喜多さんにはクラブの運営の
方法、沢田さんには楽器の吹き方、合奏のやり方、福
井さんには連盟の中の龍大の使命、大学吹奏楽連盟の
一員としての自覚、学生課の先生には、吹奏楽が学内
のサークルとしての歩んでいく方向、また伊藤さんに
は酒の飲み方と数々のことを教えられた。（当時沢田
さんは関西に鳴り響くラッパの名手として知られ、福
井さんは全日本学生吹奏楽連盟の副委員長であった。）
そしてもう一人、OB会長の川島先輩がいる。
　高校時代までは両親はじめ多くの友人が発表の場に
応援に来てくれたが、大学では誰も来てくれない。そ
こで現役部員の励みになるようにと川島先輩に相談し
てOB会を結成してもらったのである。そこで第１回
のOB総会が、完成して間もない紫朋館で開かれたの
である。私が３回生の９月であった。
　もう一つ自慢に思っているのが、同回生のチーム
ワークの良さである。男子５人。それも金管ばかりで
あったからであろうが、この少ない人数でよく２年間
も幹部をやれたものだと思う。（この時より３回生幹
部より４回生幹部となり現在の形になった。）
　この15年の歴史の中で、私が在籍したのはちょうど
中程になり、先輩から後輩、現役諸君にいたるまで幅
広く友人になれたのは幸いである。
　龍大の吹奏楽を通して、楽器を吹く喜びを、合奏す
る楽しさを一人でも多くの人が味わって、そして、と
もに後輩を励まし見まもってゆきたいものである。

創部50周年記念誌によせて
第９期　熊谷　法明

【Ⅰ】４回生幹部　（３回生）
　その時の部員は40人程度でした。２回生から３回生

へと進む春休み、私たち２回生はそれまで幹部をして
いた３回生に「先輩、もう一年幹部をして下さい。」
とお願いしました。すると「もう堪忍してくれ」との
返事でした。その時、私は２年間幹事長をする事を決
めました。私たちは３回生と４回生の２年間幹部に就
任し、その時から今の４回生幹部システムとなりまし
た。
　（部員が少なかったので、４回生で退部する（半OB
となる）ことは勿体ない事でした。他の文化系サーク
ルは今でも３回生が幹部のようですね）

【Ⅱ】パレード開始　（３回生）
　吹奏楽をそれなりに楽しむためにはメンバーとお金
（楽器）が必要です。私たちは新入部員勧誘のため昼
休みに図書館前で演奏する事にしました。３日目、代
表者は学生課に来なさいと呼び出されました。私は恐
る恐る学生課に行きました。すると奥から偉そうな人
が出てきて「龍大にブラスバンドがあるとは知らな
かった。パレードするには幾らくらい必要かね」と聞
かれ、とっさに「200万円です」と答えました。その
時の吹奏楽への年間補助金は学文局からの８万円でし
た。一週間後また呼び出され、キャッシュで200万円
渡されました。「龍大は暗いイメージがある。ブラバ
ンでパット明るくしてくれ。」「はい、頑張ります」と
答えたのがパレードをするきっかけで、降誕会のパ
レードが始まりました。１年目は大宮・深草間をパレー
ドしました。今から42年前の事です。
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　「人のいないところをパレードしてもつまらん」と
思い、２年目から河原町通りをパレードすることにし
ました。提灯行列の始まりです。でも、河原町通りの
パレードを警察が許可してくれるとは思ってもいませ
んでした。

【Ⅲ】バトン発足　（３回生）
　パレードや屋外演奏を始めましたが、「女の子がお
らんと晴れんな！」と思い、学生課と相談しバトンを
作ることにしましたが、吹奏楽で部員を募集する余裕
はありませんでした。そこで体育局と相談し、「バト
ンは回さんでいい。ミニスカートを着てポンポンさえ
振ればいい」と言うことで、各部のマネージャーから
それなりの女の子を推薦頂き、完成したばかりの紫朋
館（深草学舎）の屋上で練習しました。私は幹事長で
担当者と言うことで吹奏楽の練習よりバトンの練習に
ばかり顔を出していました。その時にはこんなに立派
なバトン部いなるとは思いもしませんでした。

【Ⅳ】OB会結成　（３回生）
　降誕会や龍谷祭のパレードと野球応援等で何となく
学内に認知されはじめました。紫朋館という練習場も
確保され（それまでは練習場はありませんでした。大
教室を貸してもらい授業後のみ練習できました）、学
外から指導者を招き（当時はアナウンサーの文字祐子
さんの夫、文字 清先生）演奏技術もちょっと向上し
ました。また、学校からの補助は30倍近くに増え、パ
レード用具以外の楽器もちょっとずつ揃えました。メ
ンバーも少し増えました。
　しかし、演奏会ではお客が少なく、演奏していて張
り合いがない。特に下宿生は高校の時のように家族や
同級生が応援してくれる訳でもありません。応援して
くれる人を作ろうと思い、OB会の結成を思いつきま
した。会長は復興時の部長（応援団では副部長）であっ
た川島謙一先輩にお願いし、３年生の秋、第１回OB
会を開催しました。正直、怖かったです。
　OB会ではいつもたくさんのお酒を頂戴し、べろべ
ろに酔っ払いました。

【Ⅴ】コンクール出場　（５回生）
　５回生の時、幹事長の大西君が頑張ってコンクール
出場を果たしました。私は５回生でしたがコンクール
に出場しました。当時は京都産大と立命館大が出場し
ていたと思いますが、代表に選ばれることは遠い夢の
ような状態でした。また、京都代表に選ばれたとして
も関西代表にはとてもなれません。

【Ⅵ】上埜先生招致　（OBの時、OB会事務局）
　駒澤大学の上埜先生が京都芸大に赴任されるとの情
報を耳にして、杉野先輩（６回生）と相談し、一応
音楽監督就任のお願いに行くことにしました。（当時、
私と杉野先輩がOB会の事務局をしていました。15年

誌は二人で作りました）
　近大と関学大が圧倒的に上手で、先生は近大に行か
れるという噂でしたので、京都代表にもなれない本学
に上埜先生が来て頂けるとは思ってもいませんでした。
二人で「ほんまかいな」と喜びましたが、就任されて
「何とわがままな先生やろう」と苦労しました。一番
苦労したのは当時幹事長の轡田君でしょう。（お陰で
アル中になってしまいました。）
　上埜先生は「５年で全国大会に出場する」とおっしゃ
いましたが、誰も信じていませんでした。

【Ⅶ】全国大会出場　（OBの時、OB会事務局）
　上埜先生就任３年目？で関西大会に出場できました。
４年目。関西大会まであと１ヶ月もないある日、上埜
先生はデブった若者を連れてきて「次の関西大会は彼
で行く」とおっしゃいました。嘘だろうと思いましたが、
彼がタクトを下ろした瞬間、楽団の音色が変わったの
を覚えています。何と上埜先生就任４年目にして全国
大会に出場できました。驚きです。関西大会後「これ
で龍大も安泰です。来年も宜しくお願いします」と若
者に言ったら、「僕、もうすぐニューヨークに行くんだ」
と返事されました。その若者が佐渡 裕です。世界的
な指揮者になられるとは思いもよりません。
　その後、若林先生が音楽監督に就任され、皆さんの
努力で今日に至っています。
　あの、下手っぴな龍大吹奏楽に入って本当に良かっ
たです。２年間幹事長をしたせいで５年間も大学に行
きましたが、青春したという実感があります。また、
同じ音楽を共にする妻にも出会え幸せです。
　OB会に入会しているというメリットは、「あの上手
な龍谷大学吹奏楽部のOBですか」と吹奏楽を知って
いる人から一目置かれることです。それで十分です。
デメリットは何もありません。
　そのためには、現役が活躍してくれなければなりま
せん。全国大会に出場し金賞を取ってもらわなければ
まなりません。
　そのためには、私たちOBは応援するしかないのです。
応援させて頂いているのです。
　頑張って下さい。

バトントワラーズより
1977年入学（９期生と同学年）　　　　　　　 

バトントワラーズOG　上田かおる 
（創部15周年記念誌より）

　龍谷大学吹奏楽部に御緑のある方、かつて御縁の
あった方、はたまた、なんとかこのいわく因縁のある
吹奏楽と縁を切りたいと現在も必死にあがいていらっ
しゃる方、皆さんお元気ですか。はやいもので創部15
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周年をむかえられたとのこと、本当におめでとうござ
います。
　縁はいなもの味なものと申しますが、私もいささか
御縁ありまして、（幸か不幸か…‼）大学生活４年間
をバトントワラーズの一員として御一緒させて頂くこ
とができました。
　先輩に連れられて初めて紫朋館三階のボックスに
入った時、ボーッとした男性が三人ほどおられて、な
にか悪いものでも見たような気がいたしました。そん
な不安な想いのまま付き合いは始まったのですが、20
才にもなろうとする若い女性が短いスカートをはいて
棒をまわしたり足を上げたりするようなはしたないマ
ネができるかと、やめるのやめないのと言いたいほう
だい。人の迷惑顧みず、うだうだ、ぐずぐず、降誕会
もしかり、龍祭もしかり、メンバーがそろわず、一時
はたった４人でスカイハイを踊ったことを覚えていま
す。メンバー全員が顔をそろえるのは、食べ物が山ほ
どあって、お酒が飲める時だけと決っており、当時バ
トントワラーズ気質ともてはやされたものでした。こ
んなバトンの存在が、現在も龍大から姿を消さずにお
れるというのは、ひとえに吹奏楽部の、とくに男性諸
君のあたたかいお心と、寛大なお気持ちによるものと、
心より、感謝しております。
　吹奏楽も部に昇格し、部員も増え、ステージドリル
や、種々の曲目をこなし、どんどん大きくなってこら
れました。少しでも、そんなステージや行進に、華や
かさをそえることができればと、バトントワラーズ一
同、願ってやみません。
　一層の御活躍をお祈りします。

龍谷大学吹奏楽部 
　　創部15周年を記念する

第10期　大西　敏德 
（創部15周年記念誌より）

　まずは、現在活動を続けている現役の部員の人達に、
ひとこと、「御苦労さん、そして有難う。」と言ってお

かねばならないでしょう。続いて何といってもこの15
年間、弛みない活動を通じて吹奏楽部をこれまで存続
し発展させてこられた卒業生の方々、並びに御世話に
なった音楽関係諸先生、そしてその間ずっと顧問とし
て、数々の助言を与えて下さった岸田先生に、心から
の祝意を表わしたいと思います。
　さて、本文の主題は「創部15周年を記念する」とい
うことです。が、「記念する」ということは、「過ぎ去っ
た物事を想い起こすこと」です。
　僕が、吹奏楽部に籍を置いていたのは、昭和50年か
ら53年までで、１年生の定期演奏会は、府立勤労会館
で行ないました。何かとても手狭で、舞台の上ばかり
人が混んでいて、客席の方はひどくガランとしていた
感じだけしか想い起こされてきません。
　「記念する」といっても、年１回の定演の記憶です
らこの程度のものなので我ながら困ってしまうのです
が、吹奏楽部の歴史であるとか、それぞれの期間にお
ける活動の状況、状態といったような詳しく細かい事
柄については、どうも苦手なので、失礼ですが他の方
の文章に頼らせて頂くことにして、この15年間の中の
現役として在籍していた４年間という活動の流れに、
自分は、どのように対処していたかを考えてみたいと
思います。
　勿論、今でも学生の音楽に向ける理想と情熱は高く
激しいものですから、毎日の活動そのものは、苦しい
ことが多く試行錯誤のうちに過ぎて行くものだと思い
ますが、僕の現役だった頃は、全く文字通り五里霧中
でただやみくもに楽器に息を吹き込み音を鳴らし、自
分達は一体何を目指し、何から手を付けていったらよ
いのか解からないまま、自分達の音の集合が生み出す
であろう効果や結果などは、考えねばならないことで
はあったけれど、ほとんど眼中にはなく、今思うと、
まるでクジ引きのクジを引くような思いで、曲を決め
練習し、種々な演奏会をこなしてきたような気がしま
す。
　こんなことを書くと、当時一緒にやっていた仲間達
に、「そんなことあるか！」と叱られそうですが、少
なくとも３回生位までは、いうならば、酒に酔って気
分が高揚しているうちに、定演を３回やってそして、
気が付くとその時々に演った曲のあるパッセージを自
分の指だけがなんとなく覚えているだけといったよう
な、そんな感じでした。
　ただ、４年生になり、自分の上級生が誰もいなくなっ
た時、ふと１年生の時の定演の記憶が蘇えり、そこで
思ったのは、「沢山の人に聴いて欲しいなぁ」と。そ
してその為には、どうしたら良いのかな？という事で
した。そして、その答は、“人”と“場所”と“お金”
の３つの問題を解決することでしかない、と。
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　京都という都市は、はっきりいってプロが音楽活動
をリードしていないと思うのです。大学生が、真に純
粋で豊饒な音楽を町にひろめ、みんなをまきこまねば
ならないのだと思ったのです。
　数日前の朝日新聞に今年の吹奏楽コンクールの評を
服部公一氏が書いておられて、その中に、中学生が、
リヒャルト・シュトラウスを、高校生がストラビンス
キーをいとも簡単に、そしてけなげに好演してみせた
と感動しておられました。その中学生、高枚生達が、
大学に入って来る。
　我が龍大吹奏楽部は、先程書いた３つの問題点の内
の、場所（紫朋館）、と財政的な面についても色々と
工夫をして良い方向にむかっていると思います。ただ、
“人”について、今書いたような、人たちが入ってく
る部としてこの15年間の歴史をいかして、部が発展し、
そして、彼らが活躍できるよう期待し、自分もその一
助になれたことを誇りに思いつつ記念の辞に代えたい
と思います。

コンクール初出場の思い出
　第10期　幹事長　大西　敏徳 

（創部30周年記念誌より）

　先日、黴が生え青さびが浮いた当時の我が愛器、
チャールズベイを押し入れから引っぱり出しました。
オーバーホールできるものならと楽器店へ持ち込みま
したが、このメーカーは製造中止で強いて直せば10万
円かかるといわれ諦めました。
　来年、子供が学校の音楽部に入り、トロンボーンを
吹きたいと言っています。精一杯応援をするつもりで
す。
　今も、音楽は私の身近にあり、傍らのステレオはヨー
ヨー・マがチェロを奏でています。20年の歳月は驚く
程長く、でも年を経るごとに加速度をもって過ぎて行
きます。
　21年前、どうやら私らが「コンクールに出よう」と
言い出した本人だったようです。我が家の台所にそう
だったと証言する人がいるので言い逃れができません。
一部の部員からは、貴重な夏休みのアルバイトという
収入源を断つ、極悪人と見られていたようです。当時
はやはり皆貧乏学生でした。それでもコンクール出場
を断行しようとした私は、何を目論んでいたのでしょ
うか。
　23年前、私は龍大吹奏楽部（当時は研究会）員とし
て定期演奏会を開催しました。何を演奏したのか定か
ではありません。しかし、当時親交のあった京都北郊
の某大学から多くの応援奏者を要請したのを覚えてい
ます。

　その後２年、自力での演奏会開催さえままならない
状態に不満が募ったのでしょうか。分かりほせん。ク
ラリネットを吹くしか楽しみを見い出せなかった、グ
ウタラ学生の単なる利己心の発露にすぎなかったのか
もしれません。
　結果、地方大会で銀賞だったか、金賞だったか、何
れにせよ関西の舞台に立った記憶はありません。
　何年か後、全国大会での金賞受賞の報告を受けまし
た。素直に嬉しく、不思議なことに、何故か強い羨望
を覚えました。
　その時、この利己的極悪人は、当時の仲間を説得す
るための「コンクール初出場の目的」なる建て前論を
思い出し、独り満悦していました。
　それは、「１、知名度を上げる　２、人を集める　３、
金を集める　４、入場者が溢れる演奏会を開く」でし
た。目的は達せられているのでしょうか。
　21年後、近所の中学校の演奏会で涙が止まらず閉口
しました。音楽を競い合う道具にすることだけは間違
いでしょう。
　私の話はこれまで。
　最後になりましたが、創部30周年おめでとうござい
ます。諸先輩にはありがとうございました。後輩諸君
にはごくろうさま。
　私は極悪人でしたが、次に、人望の最も厚かった副
幹事長の占部氏にも一筆お願いしたいと思います。

コンクール初出場の思い出
第10期　副幹事長　占部　智教 

（創部30周年記念誌より）

　先ずは、創部30周年おめでとうございます。
　久し振りにレコードを聞きました。大した演奏では
ありません。しかしながらそこには、今の全国レベル
の龍大の原点のひとつがあります。
　もう21年も前のことですから記憶の方もはっきりし
ないことが多いのですが、前述の如く、第５回定期演
奏会を成功させる手段のひとつとしてコンクールに出
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場しようと当時の役員が中心となり決定したと記憶し
ています。実の処、私自身は此の前年に父親を亡くし、
初盆ならびお盆の門徒参りの為、福岡に帰省しました
のでただ１人の不参加の部員なのです。
　さて、音楽面においては当時の学生指揮者大田氏を
中心に練習に励み、客員指揮者の文字先生に指揮をし
ていただきました。私の与えられた仕事は金策でして、
（その当時はほとんどが個人楽器で、コンクールに出
場するに欠かせない楽器は全くなかったのです。今の
現役諸君は理解できない事かもしれません。余談に
なりますが、２学年上の福井先輩が関西並び全日本学
生連盟の役員をされて龍谷大学の名を拡められ、また
１学年上の熊谷先輩が学生課とつるんでバトン部を創
られ、同好会より吹奏楽部に昇格の栄誉を勝ち取られ、
さらに特別な予算をも取ってこられたことを思い出し
ます。）丁度、前年に西本願寺において伝灯奉告法要
が勤修され、その行事中に御影堂にて演奏し、当時の
本願寺組織部と顔見知りになっていましたので、コン
クールに出場する為の趣意書、予算書を提出しました。
本願寺には伊藤先輩が勤務されておられたので、口添
えをしていただき、お金をいただきました。私自身は
金額まで覚えていなかったのですが、大西氏より200
万円？と聞き、大学生の分際でよくも厚かましいこと
をしたものだと、今は恥ずかしい気持ちでいっぱいで
す。とにかく、初出場ということですべてにおいて試
行錯誤で本当に部員一丸となり臨んだことでした。
　ところで、前述の大西氏は決して利己的極悪人では
ありませんので、念のため。
　むしろ、彼は個性豊かなわがまま部員（私をはじめ、
今京都で指揮者として活躍されている滝本氏や、東京
にて愛妻と暮らしている長野氏などetc.）をしっかり
とまとめてくれたすばらしい幹事長でした。彼だから
こそコンクール初出場の大仕事ができたのです。（ち
なみに、彼の奥さんは１学年下で、競争率が高かった
のですが、彼の人柄が彼女を射止めたのです。また、
彼女も初出場の証人でもあるのです。）
　話が変わりますが、私自身まだあつかましくもバン

ドでトランペットを吹いています。（最近はナランペッ
ト）このバンドの大学生を見てつくづく思うのですが、
高校や大学の演奏会やコンクールの全国大会等は金と
時間をかけて行くのですが、近くである吹奏楽以外の
著名な演奏家やプロの楽団の演奏会にはあまり興味が
ない傾向があります。若い現役の諸君には吹奏楽、コ
ンクールというような小さな殻に閉じこもらずにあら
ゆるジャンルの音楽を聴く機会を沢山設けていただき
たいものと思います。

サックスと私
第11期　川上　泰司 

（創部15周年記念誌より）

　私は高校に入って、初めて管楽器に接しました。別
に何の楽器が吹きたいとハッキリとした希望もなく、
私の目立ちたがり屋の性格と他に希望者がなかったと
いう事で、トランペットを吹く事になりました。１～
２年は何の抵抗も無く吹いておりましたが、目立ちた
がり屋な性格のわりには、吹いてみないと何の音が鳴
るかわからないトランペットに段々と恐怖心が湧いて
きました。そして３年生になりクラブの中でわりと自
由な立場になりましたので、その折りに色々な楽器を
吹いてみました。もちろんどの楽器を吹いたところで、
まともな音は鳴りませんでしたが、ところがどうで
しょう。サックスだけはそれらしい音で鳴るでは有り
ませんか。運指もたて笛と似た様なものだし、符面も
ト音記号で読み安い。「ハハーン　さすが汽車の窓か
らマウスピースを出しただけで音が鳴る…？といわれ
る楽器だなァー」と思いました。
　そして大学に入り迷わず吹奏楽部に入りました。（当
時は吹奏楽研究会でして、私は吹奏楽なんか研究して
いったいどうするのだろうかと思いました。）そして
サックスを希望しました。ところが何とその年はサッ
クス希望者が５人だか６人だかおりサックスに留まる
のは至難の業で有りましたが私はもうこれしか無いと
思っていましたので、なんとかしがみつき、見事に日
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管のボロテナーを吹く事になりました。でも当時は、
私の高校の楽器は本当にボロ楽器で光っている楽器イ
コール良い楽器というイメージが頭に叩きつけられて
いたものですから、そのテナーもけっこう良い楽器だ
と思って使っておりました。しかしサックスも練習を
続けるに従ってそのむづかしさがわかり出し、なかな
か上達しない自分に少々の焦りを感じました。もとも
と人数の多いサックスパートでありましたので、押し
出されるように指揮へと流されていったのであります。

30周年記念誌作成によせて
　第11期　学生指揮　川上　泰司 

（創部30周年記念誌より）

　今回30周年記念誌作成されるに当たり、「当時の定
期演奏会の様子を」との事で執筆のご依頼があり気軽
に引き受けたのですが、送られてきた原稿依頼書を
見てびっくりしました。『◎掲載ページ1979年度』と
あるではないですか。「何と今から20年近くも前にあ
の演奏会があったのか！」。私の頭の中ではせいぜい
７～８年ぐらい前の出来事のような気がするのですが、
本当に時代の流れの速さをあらためて実感させられま
した。
　当時私はクラブボックス（当時の紫朋館はピカピカ
でした。１回生のときはクラブボックスは進駐軍の
使っていた木造の２階建ての建物でした）に入り浸り
で、まさにクラブだけに学校に通っていました。棒振
りは５回生当たり前といわれていた時代ですが、ひた
すら要領よく単位を取っていましたので、ゼミの時間
以外はすべてクラブのこと、演奏のことに集中するこ
とが出来ました。人生の中で一つのことにこれほど純
粋に打ち込めた時を過ごしたことは、今になれば貴重
な経験です。
　この年の定期演奏会のメイン曲は『展覧会の絵』で
した。何故この曲に決めたかと言いますと、木管、金
管、打楽器とも適当に見せ場があり全員で楽しく退屈
せずに練習できるのではないかという単純な理由だっ
たように記憶してます。当時はまだ団員数も少なく、
それまでの定演はエキストラなしでは成り立たなかっ
たのですが、この年ぐらいから何とか自分たちだけで
演奏が出来るぐらいの人数が揃いはじめました。しか
し、結局このメイン曲は京都産業大学からトランペッ
ト２名の応援を頂いて本番を行いました。
　この原稿依頼が来てから久しぶりにその時のテープ
を聞きました。演奏はおそらく今から見ますと、幼稚
なものだろうと思いますが、テープを聞いていますと
その時受けた感動が蘇ってきました。私はその演奏で、
演奏者と自分の背後にいる聴衆とそして自分とが一体

になったような空気を感じることが出来ました。今、
振り返って思うところ、未熟な指揮者に文句も言わず、
よくまあ一生懸命練習に取り組んでくれたものだと思
います。そういった素晴らしい仲間に支えられて、棒
振りが出来たことを幸せに思っていますし、またこの
ような感動を与えてくれた皆さんに感謝したいと思い
ます。
　音楽とは音を楽しむと書きます。プロは人を楽しま
せなければなりませんが、現役の皆さんは是非、自分
が楽しんで有意義な学生生活を送ってください。

創部15周年によせて
第12期　宮本まゆ里 

（創部15周年記念誌より）

　創部15周年おめでとうございます。心よりお祝い申
し上げます。発足当時は10名足らずのみなさんが集ま
り、同好会としてもなかなか認められないという状態
の中で練習を続けてこられていたそうですが、今日で
は、数多くの方々が卒部され、他大学と肩を並べ、ま
たそれ以上の吹奏楽部としての活動をされています。
それらは、ひとえに諸先輩方をはじめとし、それを受
け継いでこられた後輩の方のたいへん大きな努力の
結果だと思っています。15年─と一口に言ってしま
えば本当に簡単ですが、赤ちゃんがオギャーっと産声
をあげ、ハイハイ・ヨチヨチを経て幼稚園小学校と進
み、中学校を卒業するまでの長い間─とても大切な時
期であり、また難しい時期であったとも思います。そ
んな中に２年間、私は高校時代の友人を通して他大学
から楽友としてクラブの一員に入れていただきました。
小学校時代に新しくできた鼓笛隊に興味半分に入った
のが切っ掛けとなり、途中とぎれたりもしていますが、
中学・高校と続けてきました。年数だけで基礎も十分
にできていない足でまといな私を、イヤな顔も見せ
ずに、やさしくそして時には厳しく指導もしていただ
きました。ともすれば、家と短大の往復だけで終わっ
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ていたかもしれない学生生活をとても楽しく充実した
日々として送ることができました。自分の学校にいる
よりも、龍大にいる方が長かったのではと思えるほど
でいろいろな行事への参加も、自分の学校のはほとん
どわからず、気がつけば終わっていたり素通りしてい
たりという具合で、よく「どっちが自分の学校？」な
どと友達にからかわれたりしていました。最初の頃は、
紫朋館の出入口を通るのが何となく遠慮気味で、誰も
知らないと思いながらも私は他所者という気持ちがど
こかに潜在し、すれ違うだけでも「どうしよう…」な
どと思ったりしたものでしたが、恐しいことに２年目
には、自分が龍大にいるのが当然のように、あるいは
本当の龍大生以上に堂々としていたような気がします。
　私の学生生活イコール龍谷大学吹奏楽部でありまし
た。本当に良き先輩、良き友達に恵まれていたと思い
ます。今、こうして書いていても、いろいろなことが、
昨日のできごとのように思い出されてきます。
　この15周年を機に、今後共みなさんの力強い団結で
より一層努力され、ますます発展躍進されていくこと
をお祈りします。

Letʼs Fever Marching On
第13期　外川　高良 

（創部15周年記念誌より）

　「マークタイムマーチ」‼私が声をからして叫んで
いたころからもう２年もたってしまった。マーチング、
特にドリルに関して、本当にズブの素人であった私が、
よくドラムメジャー（以下、DMと略す）という役職
がつとまったとつくづく思う。これも、ドリルメンバー
が、このような私を、よく盛り上げてくれたからであ
り、あの第８回定期演奏会でのステージドリルも、私
だけの力ではなく、メンバー全員によって成し得たも
のである。
　ドリルは皆でする一種のチームプレーであり、野球
に代表されるその類似点をあげると、「チームプレー」
に徹するチームは強いといわれるが、私の元で動いて
くれた兵隊たち（ドリル隊）は、その「チームプレー」
に撤することができ、盛況の内にステージドリルの幕
をおろすことができたと考える。
　DMが、フォーメーションをつくり兵隊たちがその
通りに動く。兵隊たちがフォーメーション通りに動こ
うとするには、それなりに兵隊たちにその基礎力が要
求される。基本練習はドリルを仕上げるうえで最も重
要なのである。このような基本練習を行ない演奏会で
のステージドリルを造り上げるまでには、いろんなエ
ピソードがあった。
　エピソードの筆頭に出てくるのが、あの魔の鈴鹿

サーキットでの依頼ドリルであろう。あれは、私が３
回生の時である。当時、川崎先輩がDMをなさってい
たが、メンバー不足の為、Sub DMの私がDMをやる
ことになった。現地についてからすぐさま本番のリ
ハーサルが行なわれたが、その時のことである。予定
ではPM７～PM９or10まで行なわれるはずであった
が、NGの連続 OKが出た夜中の２時半まで「７時間
半、耐久ドリルリハーサル」を行なった。この時のメ
ンバーの鬼のような形相と言ったら、その場にいた人
でなくては、理解できないであろう。この時のメンバー
は、この事があってからというもの、鈴鹿へは、２度
といきたくないと思ったにちがいない。
　それから半年、みんなも鈴鹿の出来事を忘れかけて
いた時。またしても、鈴鹿サーキットの依頬があった。
しかし、話を聞くと、ドリルはしなくてよいとのこと、
メンバー一同は胸をなでおろし、再度鈴鹿へ……。
　道中のバス中で、冗談で「もしドリルがあったら
どないしょう」と言って笑っていたが、その「もし
……」が現実に起こるなどとは、だれも考えていなかっ
た。しかし、その「もし…」が現実に起こってしまっ
た。現地につき、鈴鹿の担当者に「ドリルやってく
れるかぁ～」と軽いお言葉。それを聞いたメンバーの、
かなしそうな、かつ冷やかな目を私は今も忘れること
はできない。その時のメンバーは、とうていドリルが
出来るメンバーではなく、人数においても、しかりで
ある。しかしやれといわれればやり通すのが龍大魂。
　Sub DMの中館と共に、即席でフォーメーションを
晝き、それを仕上げるまで、例のごとく夜中の３時ま
でかかって本番に間に合わすといったはなれ技を成し
とげた。このときは、前回の鈴鹿のドリルとはちがっ
た充実感があった。苦しかったが、メンバーも、私も、
何かを得たような気がした。
　このような現場を数多く経験し、一歩一歩進んでき
たことが最終的にステージドリルの成功といった形で
表わすことができたのだと思う。龍大吹奏楽の歴史の
中で、DMという役職は、比較的新しい。初代、太田
文夫先輩、２代目、亀野鎮久先輩、３代目、川崎英明
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先輩。そして私は４代目にあたる。
　ステージドリルが私達の代で初めて行なうことがで
きたのも、ここにあげた先輩達の積み重ねがあっての
ことであり、私も何らかの形でこれからも、後輩の為
に協力していきたいと考えている。

嗚呼、青春のドイツ演奏旅行の思い出
　第13期　尾山　雅彦 

（創部30周年記念誌より）

　龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部創部30周年おめ
でとうございます。小生が卒部してはや20年が過ぎま
した。その間に京阪電車が地下を走り、地下鉄が大学
近くまで延び、深草学舎に新館がふえ、瀬田学舎の開校、
そして、近年では京都駅の新築等。「光陰矢のごとし」
であります。
　前置きはさておき、30周年記念誌の１ページを担当
することになり光栄の極み、謹んで、つたない文章力
ではありますが昔日の記憶をひもときながら、お話し
していこうと思います。
　あれは昭和56年、今から18年前のこと小生は４回生
時でありました。
　事の起こりは、当時は西ドイツ、ババリア地方のオー
バハルツ・フィルセックの町の650年記念祝祭に、京
都府大学吹奏楽連盟が招待されたことに始まる。当然、
お祭り好きの「仁井田邦夫」大先生は大乗り気。期間
は７月15日～30日の２週間。費用は約30万円也。演奏
旅行の計画は軌道に乗った。季節はコンクール 時期。
各大学の参加人数が危ぶまれた。龍大はこの年の３年
前（幹事長10期大西敏徳先輩）からコンクールに出て
いたのであるが、同期の指揮者「山沢峰忠」が「オリャー
やめた」とサジを投げたので、龍大からは10数名が参
加した。飛行機に乗るのも初めてなら、外国に行くの
も初めて。「飛行機に乗るときは、靴をぬがなあかん
ねんぞー」「エー本当スかー」。出発にあたっては、演
奏曲（軍艦マーチ、青い珊瑚礁、八木節など）の練習
を含めた数度の説明会など準備に準備をかさねて出発
した。施行コースは、大阪伊丹より香港、乗り継ぎ時
間を利用しての市内観光。香港よりロンドン。そして
ドイツ、フランクフルトへ。そこからはバスで目的地
フィルセックヘ、約１日半の長旅であった。宿泊はホー
ムステイ。小生のお世話になったのは厳格な大学教授
のお宅で、家人はドイツ語しか話さなかったので困っ
た。中筋謙和（13期）と熊谷正明（14期）の泊った所
はレストランで毎食時にジョッキのビールが出たらし
い。水のかわりにビールを飲むとは聞かされていたが、
祝祭のメイン会場となったテント張りのビアホールで
は、彼らは飲む飲む、日本の２倍もあろうかと思える

大ジョッキで「プロスト！」の掛け声とともに乾杯が
始まる。彼らは陽気でたくましい。
　ステージでの我々の演奏に大きな拍手と歓声でこた
えてくれた。又、祝祭の合間には、町のご好意でロ
マンチック街道や中世の色濃く残るローテンブルグ、
ニュールンベルグのワーグナーホールなども見学させ
ていただいた。最終日にはパレードに参加した。日の
丸を先頭に、「ネジリはちまき、ハッピにステテコ」
のいでたちでの行進でした。町を離れる日、彼らは涙
と拍手で我々を送り出してくれた。
　帰りにも寄ったロンドンは、先年不幸な死を遂げた、
ダイアナとチャールズ皇太子の、世紀の結婚式の当日
であったこともひとつの思い出である。
参加メンバー
　尾山雅彦（13期）　熊谷正明（14期）　井上憲洋（15期）
　明山晃映（13期）　春田芳枝（14期）　轡田智又（15期）
　上道邦夫（13期）　間瀬吉浩（14期）　中野良浩（15期）
　中筋謙和（13期）　三好秀子（14期）　深田恭子（15期）
　だと思う。

ステージドリルに賭けた日 を々振り返る
　第13期　ドラムメジャー　外川　高良 

（創部30周年記念誌より）

　ドラムメジャーになってからのエピソードは数知れ
ず、その中でも今でも鮮明に記憶している第８回定期
演奏会での初ステージドリルの、そのパワー溢れる40
分耐久ドリルを成功に導いた、エピソードがございま
す。
　これこそ我々のドリルの原点だと思っております。
当時のメンバーも、たぶん忘れることは出来ないと思
います。
　これらについて振り返ってみます。
　私が初めてドラムメジャーとして任されたのが、私
が３回生秋の鈴鹿サーキットのアルバイトと記憶して
います現在フォーミラジャパンと名称が変わりました
が、当時F-２という名称で自動車レースがございまし
た。中島悟や星野一義などの有名レーサーを目前にし
「これは、えらいとこに来たぞ」と無茶苦茶緊張した
のを覚えています。
　レースの開会式セレモニーで、ドリル演奏をする事
になっている私たちのリハーサルは、本番前の深夜に
行うとの事。深夜は近所から苦情がくるので楽器演奏
はダメだと言われ、やむなく各パートをアカペラで通
しリハーサルを行いました。当日はとても寒く、ティ
ンバレスの革が凍って破けたというハプニングにも見
舞われ波乱のドラメデビューでございました。またメ
ンバーもぎりぎりでしたので、エンブレをOBの杉野
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先輩にお持ちいただき大感激したことを思い出します。
（私がエンブレを降ろす指示を忘れていて、リハーサ
ルが終了するまで、ずっとお持ちいただいたと後で聞
きました。その節は誠に申し訳ございませんでした。）
　深夜３時まで行ったリハーサルの甲斐あり本番は成
功し、ほっとしたのもつかの間、翌春、前回同様鈴鹿
にて、エコノミー自動車レースのアトラクションでま
たまたとてつもない事件が発生いたします。
　今回はドリルはなく、パレードだけとの話で引き受
けたのですが。現場に着くなり、担当者が開口一番「本
番ドリルやってや！」というライト感覚のお言葉。さ
すがに私も真っ青になりました。というのも、メンバー
構成も、到底フォーメーションの組める状態ではなく、
ドリル演奏初心者も数人おりました。もちろん、コン
テもなく、コンテを作成する方眼紙もない、天を仰ぐ
状態でした。しかしここで諦めないのが、龍谷魂‼同
期の森、上道、尾山の励ましにも助けられて何と、白
紙の用紙にみんなで手分けして方眼紙を作成し、でき
あがった方眼紙から順々に当時３回生の次期ドラムメ
ジャー中館と共に、コンテ作成に取りかかったのです。
　コンテは作成出来たのですが、これからが大変な作
業です。そのフォーメーションを全員がマスターしな
くてはなりません。時間にして４時間あるかないか。
　出来立てホヤホヤのコンテを元に、例のアカペラで
ドリルリハーサルを明け方まで行い、本番に望みまし
た。
　みんなの不眠不休の努力の甲斐あり、大きなトラブ
ルもなく、何とか本番は無事行うことが出来ました。
今から考えますにこの時、当時のメンバーに、ドリル
に対する情熱、自信、結束、などが一度に養われたと
思います。こんな良いメンバーに恵まれて、本当に私
は幸せ者だと、つくづく思いました。
　このようにいろんな状況を経験したメンバー達が、
定期演奏会での初ステージドリルを行ったのだから、
失敗するはずがないじゃないですか。ステージドリル
のハードな練習も、文句一つ言うことなく （裏で無茶

苦茶言うとったかも？）ついてきてくれました。定演
のアンケートの反応も上々。非常に満足したのを思い
出します。
　兎にも角にも、みんなの熱い情熱が一枚岩となり、
初ステージドリルを成功に導いてくれたと思います。
これまでの基礎を造って下さった先輩の方々、また、
いい思い出を造ってくれた後輩のみなさん、本当にあ
りがとうございました。
　最後になりましたが、創部30周年を迎えられたこと
を、心よりお喜び申し上げますとともに、今後の吹奏
楽部のご発展を心よりお祈り申し上げます。

楽しかった練習・よく飲んだお酒
　第14期　幹事長　熊谷　正明 

（創部30周年記念誌より）

　あれは確か、1980 （昭和50）年、３回生の時だった。
京吹連のアンサンブルコンテストが立命館大学で開催
され、龍大Saxが初の優勝を飾った年である。４回生
尾山氏（バリサク・当時京吹連副委員長）を筆頭に、
３回生長野嬢（アルト・旧姓森川）、１回生松本氏（テ
ナー）、私（アルト）の四重奏であったと記憶している。
　コンテストの為に特に練習した事もなく、パート練
習で使っていたアンサンブルの曲集から皆が吹ける程
度の曲を３曲選んでつなぎ合わせたものであった。練
習はとにかく楽しかった。悲壮感など一切なく、当時
は学生だけでのクラブ運営のためか、先輩後輩の区別
はあまりなく、和気藹々とした雰囲気でとても楽しく
やっていました。練習後はむろん毎晩の様に遅くまで
酒を飲みながらお互いの人生観を語りあった仲であり、
そこから素晴らしいチームワークが生まれ、優勝へと
導いてくれたものと思う。又、先輩の尾山氏は連盟の副
委員長でもあった関係から本当に良い卒業記念になっ
たことが、私自身うれしかったことを思い出します。
　メンバーは現在皆良きお父さん、お母さんとなりま
したが、今でも年賀状のやり取りがある程、親しい間
柄であります。学生時代にクラブを通して培った友
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情は一生の心の宝となって私の中で生き続けています。
それでは、素晴らしいメンバーと過ごした時を思い出
しながら筆を置きます。

節　目
第15期　遠山美和子

　私たちは15期生だった。学内・学外共に恒例行事が
増え、部としての体裁もほぼ整った時代。
　当時、エネルギーだけは有り余っていた。それだけ
にやっかいだった。京都府大会突破に限界を感じてい
たし、部活を充実したものにする道を自分の内側に見
出せずにいた。部活が大学生活を楽しさで彩るもので
あったのは確かなのだけど。
　部の体制が大きく変わったのは、私達が４回生の時
だった。そこには意識の改革も必要だった。
　私はあの時進歩できただろうか。指揮者の言葉に耳
を傾け、楽譜を睨み、楽器に息を吹き込む日々、おふ
ざけと議論と練習と本番、そこに湧き上がる喜怒哀楽
の感情の合間に、私は成長できただろうか。いや、当
時はそんなことを考える余裕はなかった。プロの先生
方の指導を初めて継続的に受け、その大きな「力」を
実感しながら、なかなか応えることが出来ない自分を
もどかしく思い、焦りに焦った一年間だった。それで
も、就活よりも、卒論よりも、部活のことは今もずっ
と鮮明に覚えている。ベートーヴェンの床、楽譜に追
加した音符、よくじゃんけんに負けて私にジュースを
おごってくれた下級生たちのうらめしそうな顔（君た
ち！ごっつぁんでした）。部活は人生でかけがえのな
いものになった。
　吹奏楽部をここまで導いてくださった先生方、創部
以来困難を乗り越えて部の発展に尽力された先輩方、
厳しい練習に耐えて素敵な音楽を繋いできてくれた後
輩たちに心から感謝します。
　そして、15期生のみんな――この世の人も、一足先
に鬼籍に入った人も――本当にありがとう。

創部30周年にあたり今思う 
～龍谷シンフォニックバンド誕生～

第15期　龍谷シンフォニックバンド初代代表　轡田　智文 
（創部30周年記念誌より）

　年月のたつのは早いもので、卒業してもう15年。そ
れだけ私も歳をとったということになりますが、本来
なら現役当時の昭和58年度のページに拙稿すべきとこ
ろでありますが、OBとして、また龍谷シンフォニッ
クバンドの代表としての企画依頼を受け、多少戶惑う
ところもありますが、先輩方のご苦労を偲び、後輩の
皆さん方のご尽力に敬意を表し、今思うところを愚筆
いたします。
　私が入学した当時の龍大吹奏楽部は、全国的にはま
だ知られていないバンドでしたので、まず「どんな
吹奏楽部なのだろうか？」と、気にはなりましたが、
入学式当日迷わず吹奏楽部の新入生勧誘の出店に行
き、入部。当時の龍大は、音楽面の指導する先生もな
く、学生だけで運営活動しているバンドでした。また、
ちょっとイカツさもありましたが、厳しいながらも学
生だけで楽しく活動していたように思います。
　４回生の時、幹事長の役に就くにあたり、「良き指
導者に学び、少しでもいい演奏のできるバンドになり
たい」という、以前から切なる想いがありました。そ
して幸いにも、諸兄のご紹介を得、上埜先生のご指導
を受けるご縁を頂くことになりましたが、初めてのこ
とばかりで霧中の手探り、後輩諸君に多くの課題を残
し、卒業を迎えてしまいました。
　近年部員数は100人を超える大所帯になり、実力も
つけ、それなりの評価を得るようなクラブに成りつつ
ありますが、その反面、４年問または２年間、全くコ
ンクールを経験できずに卒部する学生が増えているも
の現実であります。 （コンクールが、すべてではあり
ません。４年間ないし２年間の彼らの活動すべてを含
め）「彼らたちの誠意と努力は、無にしたくない。」と、
音楽監督の若林先生と４、５年前にもOBバンドの結
成を試みましたが、実現できませんでした。
　平成９年の歳の暮れ、恒例の若林先生宅大掃除後の
忘年会で、卒部生と次期幹部たちとの宴で、OBバン
ドの話題になりました。「卒業後も楽器を、吹奏楽を
続けたい。そのような場と機会が欲しい」「龍大の仲
間たちといっしょに演奏し続けたい。」などの要求を
受けましたが、その時は、私自身乗り気ではなかった。
年が明け、“志ら川”で４年間コンクールに出られな
かった卒部生と同席する機会があり、彼の本音を尋ね
ました。『やっぱし。…やっぱし、一度でいいからコ
ンクールに出たかった。みんなといっしょに、コンクー
ルのステージに乗りたかった。』と。
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　彼の涙ながらの真意を聴かされ、OBバンドの結成
を覚悟した次第であります。
　年を経るごとに学生たちとは疎遠になり、OB会も
会員数が増え、年齢も離れてしまう。仕事と家庭、そ
して趣味もままにならない厳しい社会情勢の中、名簿
上の同窓会のようになってしまうのもやむを得ないこ
となのかもしれません。が、しかし、「“憧れ”“伝説”
の先輩・“いっしょに吹いてみたい”と思う演奏を聴
かせてくれた後輩たち・そして現役たちといっしょに
演奏できる機会があれば…」（練習し、合奏に出席す
ることは、つらいことですが、）何となく、心の安ら
ぎを得られるような気がします。
　最後になりましたが、当バンドを結成し、コンクー
ルに出場したことにより、京都府吹奏楽連盟、一般連
盟加盟の各団の方々に多大なるご迷惑をかけましたこ
と、また賛同頂きました現役諸氏にも負担を、余儀な
く与えてしまいましたことを心よりお詫び申し上げま
す。なにとぞ龍大吹奏楽部と同様に、ご高配ご支援を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 敬具

2018年関西吹奏楽コンクール出場の様子

新たなる誓い
　第16期　幹事長　密　　祐浩 

（創部15周年記念誌より）

　今年で創部15周年を迎え、第10回定期演奏会を開催
し、私達の想像をも計りしれない先輩方の努力が実り、
私達がいるのだということを、今改めて痛感している。
　近年、学内外での演奏活動が増え、数多くの人達に
私達の演奏を聞いて頂けるようになった。部員数も
徐々に増えて、毎年50人近くの人数で活動できるまで
に成長してきた。しかし、「50人いれば、それなりの
演奏ができる。」「下手は下手なりに…。」という考えが、
心の底に潜んでいるのではないか。アマチュアだから
という甘えが通らない状況になりつつある。いや、も
うなっているのだ。己に厳しくなくてはならない。自
己満足に浸っていては、いつまでたっても「丼の中の

蛙」である。自己満足より脱皮し、より広い世界に
出て行かねば向上は望めない。今年から、京都市立芸
術大学助教授・上埜孝先生に指導して頂くことになり、
テンポ・ダイナミックス・曲想など、あらゆる面に関
してより繊細な演奏が望まれるようになり、集中力・
忍耐力が不可欠なものとなってきた。また、ステージ・
ドリルは３年目をむかえようやく軌道に乗ってきた感
はあるが、情熱と気迫を「魅せる音」として表現する
にはまだまだ未熟であり、今後研究し、練習を重ねる
余地は充分にある。
　「ぬるま湯」に首まで漬かった学生が多い中、休日
のない厳しい練習に耐え、その中で多くのことを学び
とり、充実した学生生活を送れることは、この上ない
幸福であると思う。この幸福を与えて下さった先輩方
に恥じることなく、龍谷大学吹奏楽部としての誇りと
自信に満ちあふれた演奏をすることを、今ここに誓う。
　我々に課せられた期待と使命は非常に重い。しかし、
その重責に耐え得る、強靱な精神力を部員全員が秘め
ていることを、私は信じて止まないのである。

創部30周年によせて
　第16期　幹事長　密　　祐浩 

（創部30周年記念誌より）

　創部30周年を迎え心よりお喜びを申し上げます。私
の幹事長の頃は、上埜先生、若林先生、井谷先生や諸
先生方をお迎えして２年目、「バンドとして中学生以
下のレベル」と酷評を受けながら、いつ先生方に見放
されてもおかしくない状況の中、日々緊張の毎日を
送っていたように思います。当時部員数は初心者を含
め50人に満たず、１人の部員が退部を申し出ると、そ
の慰留説得の為に奔走するような時代でありました。
関西大会に初出場できましたことも、先生方の御指導、
OB諸先輩方の協力、部員一同の努力が結集した奇跡
ではないかと考えております。吹奏楽部として大きく
脱皮できるか否かの過渡期であった為、かなり強引
な部の運営を行い部員結束の崩壊の危機まで至った事
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もありました。そのような時代より早15年の歳月が過
ぎ、今や部員数も100名を数えるようになり全国屈指
の吹奏楽部として名を馳せるまでに成長しましたこと、
OBとして大変誇りに思っております。大所帯になれ
ばなるほど経費もかさみ部の運営は大変な事と思いま
す。OB会として、よりー層の援助ができますよう協
力体制の確立を切に望むものであります。また現役諸
氏には、多くの人々の心を豊かにするようなすばらし
い演奏を、そして自身の心（精神）も研ぎ澄まされる
ような演奏を心掛けてほしいと思います。龍大吹奏楽
部の今後の活躍と発展を心よりお祈り致しております。

84年をふりかえって
　第16期　学生指揮　八島　雅彦 

（創部30周年記念誌より）

　’84年。この年は龍大吹奏楽部にとって生きるか死
ぬかの瀬戸際の年であったように思います。なぜなら、
前年春より上埜先生、若林先生、井谷先生を始めとす
る諸先生方のご指導を受けはじめてからの「結果」を
我々が出さなければいけない年であったためです。当
時は今のように「必ず来ていただける」状態ではなく、
毎回毎回がそれこそ真剣勝負でした。「今日のレッス
ンで全てを吸収するんだ！」「今日、先生方から見放
されたら龍大も終わりだ」という緊張感が全メンバー
にありました。また、我々の先生方をお迎えする体制
も十分ではなく、本格的にその体制を作り上げていか
なければいけませんでした。当時の幹部はこの２つの
プレッシャーとの戦いで皆大変だったと思います。正
直私自身「もうやめたい…」とさえ思ったぐらいです
（あとにも先にもこの１回だけ）。
　上埜先生のレッスンは京都大会前、３～４回はあっ
たでしょうか？しかし、コンクールが近づくにつれ、
当時の力量では上達に限界がきており、どこかをさわ
ればどこかがおかしくなるといったいたちごっこを繰
り返し、メンバーには焦りを感じつつ本番に望みまし
た。結果代表！もう嬉しくて嬉しくて。まさに歴史的

瞬間でした。
　しかし、その後が大変で、関西大会を乗り切る体力
は残っておらず、ご指導いただいた中谷先生には申し
訳ありませんでした。結果は銀。限界でした。
　「今の龍大があるのは当時の皆さんの努力があって
こそ」といわれることがありますが、それは違うと思
います。それ以前の辛い時代に吹奏楽部を守ってこら
れた諸先輩方、また、当時の体制・レベルを進化させ
た後輩諸君、そしてなによりお返しできないほどのご
恩をいただいた先生方のおかげだと思います。
　今、卒業して14年が経ちますが、私は龍大のOBで
あることを心から誇りに思います。そして龍大サウン
ドの大ファンでもあります。この点については皆同
じではないでしょうか？これほど周りの人を魅了する
サウンドはないと思います。それはその年々のメン
バーの努力があってこそ。現役の皆さんは、その時そ
の時を大切に目いっぱいがんばって欲しいと思います。
益々の発展を心よりお祈り申し上げます。

吹奏楽部の仲間
第16期　楽友　佐治　佐江

　現役時代と言っても、もう35年前にもなり、我なが
ら時の流れに驚いてしまいます。当時、「楽友」とい
う形でホルンを吹いていました。自分の在籍する聖母
女学院短期大学には吹奏楽部が無く、どうしても吹奏
楽を続けたくて、近くにあった龍大に吹奏楽部がある
ことが分かり、知っている人は誰もいませんでしたが、
トロンボーンを吹きたい一心で門をたたきました。
　ここで楽器はどっち？と思われたでしょう。入部し
たいと初めて紫朋館のたばこの煙が充満したボックス
に行った時、４回生で指揮されていた小澤さんから
「マーラーの巨人を演奏会でする。ホルンのスタンド
プレイをしたいが人数が足りない。ホルンで入って欲
しい。」と天からの声。吹奏楽をしたい一心と、天か
らの命により、ホルンとなったわけです。
　２年間とても濃い時間を過ごしました。自分の卒業
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した大学の学歌は覚えていませんが、龍大の学歌は今
でも歌えます。今でも同期や後輩そして先輩方とは親
しくお付き合いさせて頂いています。
　楽友という形でしたが、違いを意識したことはあり
ませんでした。同期はもちろん、後輩や先輩みなさん、
「ふつうに」吹奏をする仲間として「ふつうに」受け
入れてくれていました。居心地がよく授業以外は、ボッ
クス前の廊下や楽器庫、モーツァルト、依頼演奏のバ
イト先、そして龍大御用達の飲み屋 白川で大学生活
のほとんどの時間を過ごしました。
　おおらかで、吹奏楽を愛する方々に改めて感謝しま
す。

創部50周年記念誌によせて
　第17期　平元　克也

　創部50周年、おめでとうございます。
　昨今の素晴らしい活躍を見るにつけ、ここまで育て
てくださったOB、OGの方々、諸関係者様、そして現
役生たちの絶え間ない努力の積み重ねに深い感慨を感
じています。
　そんな気持ちを胸に、私が現役生時代のことを少し
だけ。
　私は二回生の春、某一般バンドをやめて、自らの大
学の吹奏楽部に入ろうかと、予備知識なしに部室の扉
をノックしたのが始まりでした。
　初めてのマーチング練習に参加した時のカルチャー
ショックや、大嫌いだったマーチングに逆にのめり込
み、三回生の単位をほぼ全滅させたこともありました。
　今思えば、指導者も充分な情報もなく、限られた情
報を必死に自分たちで消化し、なんとか形にしようと
もがき続けたあの頃。轡田先輩、密先輩や八島先輩を
中心に、当時駒沢大の指導者であった、故上埜孝先生
を招聘したあの時が、龍大吹奏楽部の転機であったこ
とは間違いないと思っています。また、その黎明時の
部にリアルタイムで触れていた自らの体験は、何者に

も代え難い時間であったとしみじみ感じるのです。
　その後の紆余曲折と発展はみなさんの知るところ。
OB、OGがこの部を誇りに思える素晴らしい活躍をこ
れからも続けていってほしいと思っています。

86年の思い出　初めての全国大会
　第18期　幹事長　廣田　敬順 

（創部30周年記念誌より）

　私が一回生の６月頃だったろうか、初めて上埜先生
が龍大に来部されたのは。その前日に当時幹事長をし
ておられた轡田先輩から、「明日はとても偉い先生に
レッスンしてもらえることになった。」と伝えられた。
私にとってその頃は、上埜孝という大先生の存在をよ
くわかってはいなかった。あとから、その先生が駒澤
大学で10年連続して全国大会「金賞」を成し遂げられ
た偉大な指導者であることを聞き、大変な人物に見て
もらえることになったものだと、とても緊張して次の
日を迎えたことだった。
　前もって配られていた練習曲は、コダーイ作曲の
「ハーリ・ヤーノシュ」であった。初めての合奏は確か、
紫朋館の４階練習室モーツァルトであった。後ろのド
アの開く音と共に全員直立不動で、しかもこわばった
表情で先生をお迎えした。しかし、指揮台に上がられ
た先生の姿は、意外にもGパンにGジャンといういで
たちで、想像していた大音楽家というイメージとは
違っていたので、逆にこの先が不安に感じられたのは
私一人だったろうか。案の定、合奏では誰も先生の棒
についてゆけず、あっさりと合奏は終わってしまった。
　それからの３年間、若林先生をはじめ諸先生方から
も見放されそうになりつつも、先輩方のご苦労もあっ
てなんとか上埜先生のご指導を続けて仰ぐことができ
た。いよいよ私が４回生のコンクールの時期が近づい
た。一昨年（２回生の時）には見事関西大会初出場を
果たしたものの、残念ながらその翌年には京都大会で
落ちてしまったため、是が非でももう一度関西大会へ
行き、軌道に乗せなくてはという強い思いがあった。
それは、先生方との最初の約束で「５年以内に全国に
行けるバンドにならなくては」ということを聞かされ
ていたからだ。そこで、先生方と慎重に選曲をし、自
由曲をかつて取り上げた「ハーリ・ヤーノシュ」と決
め、指揮を当時まだフリーであった佐渡先生にお願い
することになった。
　熱血感あふれる佐渡先生の音楽に次第に引き込まれ、
我々のような非力なバンドがどんどん変わっていった。
コンクールでは京都大会を無事通過することができ、
念願の２度目の関西大会へコマを進めることができた。
この時点でとりあえずの目標を達成した感があった。
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結果をおそれず、のびのびと演奏できればそれでよい
と思っていた。ところがなんと、信じがたいことに関
学大をおさえて近大と共に全国へのキップを手にする
ことになってしまった。「やったー」というガッツポー
ズなどとても出る訳もなく、ただ驚きばかりで、一番
びっくりしていたのは我々演奏者であったことは間違
いない。それから全国大会までの練習は、他の行事も
こなしながらの手さぐり状態の中、一進一退のくり返
しで不安な時期も確かにあった。しかし幸いにも全国
大会の会場が関西大会と同じアルカイックホールとい
うこともあって、本番の演奏では本当に心から楽しく
12分間を過ごすことができた。「できることならこの
時間がもっともっと続いてくれたら…」という思いで
いっぱいであった。自由曲の最後に出てくるバスドラ
ムの一撃が鳴り止む前に、会場から大きな拍手が湧き
あがった。思わずこみあげてくる涙をこらえ、無台袖
で佐渡先生と肩を抱き合い互いに目を赤くしたことは、
一生の中で決して忘れられない「最高の充実感に満ち
た時間」であった。
　あれから12年が過ぎ、今では世界的にも有名な指揮
者となられた佐渡先生と、昨年末再びお会いできる
チャンスを得た。私の地元名古屋で、故バーンスタイ
ン氏のメモリアルコンサートが佐渡先生の指揮・案内
で行われたからだ。終了後のほんの僅かな時間だった
が、久しぶりにあの分厚い手と握手をかわしお話しす
ることができ、一瞬にして当時の事がなつかしく思い
出された。
　龍大での４年間は、やはり今でも私の心の中で熱い
ままである。

佐渡 裕氏と出会って
　第18期　学生指揮　櫻場　　浩 

（創部30周年記念誌より）

　十年以上も昔の事で少々記憶が怪しいが、確か佐渡
裕先生に初めてお会いしたのは京響のオペラ公演のロ

ビーだった。上埜先生や若林先生から予め伺っていた
が、今年のコンクールの指揮をお願いする方は京響の
副指揮者との事、私達現役幹部は菓子折りを下げて
少々緊張しながら終演を待った。やがて本人が現れて
一通りの挨拶を交したが、先程の緊張もどこかに、私
達は図らずもたちまちその大きな体と気さくな人柄に
魅せられてしまった。
　私は当時学生指揮の立場で、佐渡先生を音楽的な面
でお手伝いすると共に、かなり勉強させても頂いた。
先生の指揮はセオリー云々の域を遥かに超え、演奏者
にとっては「それ以外の解釈ができない」程何かが熱
く伝わってくる棒であった。また、合奏の合間に挟む
指導の言葉にも唸らせられた。例えば「もっと集まっ
た音で」という表現を使われたが、こうして文字にす
ると何ともシンプルだが、「密度の高いアンサンブル
を音楽的緊張感のあるいい音で」という意味が「集
まった音で」という言葉に凝縮され、しかもそれは合
奏に臨む私達にとっては何の違和感もなくかつ最大の
理解をもって納得できてしまうのである。　練習はか
なりきつかった。「恐い」とか「厳しい」とかではなく、
何気ない表現やふと合う目線の中に、いい意味での「プ
レッシャー」を感じるのである。当時の私達の音楽的
な実力ははなはだお粗末なもので、お世辞にも一流な
どとは言えなかった。しかし、佐渡先生と過ごしたひ
と夏の間に、部員の個人的な実力の向上はいざ知らず、
アンサンブルの実力は確実に高まっていった。まさに
バンドの創り出す音楽が先生の力でどんどん「集まっ
て」いったのだが、始末の悪いことに当時の私漣自身
にはその実感はなかったのである。
　そして京都大会当日、本番に臨む私達には不思議な
程何の不安もない。日頃の練習よろしく、緊張感を保
ちつつのびのびとした演奏を行う。金賞は受賞したが、
それよりも自分達の音楽を表現し切れた喜びで一杯
だった。その後全国大会にまで駒を進め、初出場なが
ら銀賞を受賞できたものの、今から思えば心構えがで
きていないままでの出場に少々後悔の念を覚える。と
は言え、私達にとってのあの夏は、一生忘れられない、
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何物にも替え難い経験であった。私達に一生の誇りを
与えて下さった佐渡先生に感謝の意を表しつつ、先生
お得意の一言「本気で音楽しようぜ」を、今後への期
待を込めて現役諸氏にも送りたい。

洋上セミナーに参加して
　第20期　幹事長　粟田三樹夫 

（創部30周年記念誌より）

　「洋上セミナーには吹奏楽部として参加して欲しい
……」
　「部で検討しますので、返事を少し待ってください。」
（学生課の一室でのやりとり）
　それから、３ヵ月後、僕らは中国との文化交流のた
めに出航した鑑真丸の上にいた。
　実はそれまでが、大変だったのでその時には合同演
奏や、コンクールに気持ちが傾いていたかもしれない。
　しかし、それまでは通常オフ期間を返上しての練習
と１人10万円以上もの参加費などいろいろと頭を痛め
た。パスポートの手続きもほとんど初めての人たちば
かりで、旅行会社の人たちや学校からの頭が下がるく
らいの援助があったから行けたようなものだった。
　肝心の文化交流はというと、大雨の中のマーチング
演奏と体育館のような講堂での演奏を行なって本当に、
交流になったのかどうかはサダカではないのだが、と
にかく無事終了したのだ。実は行く決心をした頃に、
「やめとけ」という心からの忠告もあった。心配かけ
て申し訳なかったが、その前に僕らの心は上海にイッ
テしまっていた。
　とかく30年というと、伝統だとか何とかで体裁を保
つだけでも大変な気がするが、後先考えずに「いっちょ
う、上海にでも行くか」と考える人たちだっていたのだ。
　これからの運営に生かすべき教訓を残せたとは思わ
ないが、こんなアホなことをやってしまった人たちが
いるというだけでも現役部員の皆さんの励ましになれ

ばとは思う。
　海外へ行けとは言わないが、そんなアホなこと龍大
しかでけへん、という何かオリジナリティーが欲しい
と一OBとしては思う。

50周年で振り返る、 
当時のクラリネットパートと火の鳥

20期 クラリネットパート　粟
あわ

田
た

由美子（旧姓　長谷川）

　今年は創部50周年と節目の年になり、それに合わせ
て大学時代を振り返る年にしようと考えている。
　最近の龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会を観ると、部
員たちの喜びを感じる。龍谷大学吹奏楽部で演奏でき
ることの喜び、龍谷大学吹奏楽部の部員であることの
誇り、だろうか。私が今「龍谷大学吹奏楽部出身です。」
と堂々と言えて称賛されるのは、最近の部員の皆様や
若林先生のおかげなのだろうし、でも、この50年の歴
史に中で私たちの頑張りや偶然の選択、出来事の積み
重ねがあって今がある、と言えなくもない。
　あの頃は下手くそな演奏だったけれども、それでも
私たちの演奏はキラキラと輝いていた。
　先日の第44回定期演奏会のパンフレットを見てみる
と、E♭クラリネットからコントラバスクラリネット
までメンバーはなんと28名もいる！私の頃はE♭クラ
リネットからバスクラリネットまで９人だった。
　２回生の頃、佐渡裕さんの指揮で初めてコンクール
全国大会に出場した。その次の年、同級生の短大部生
が卒業して、３回生は私とバスクラリネットの粟田君
の２人になった。１つ上の先輩は２人ともクラブを辞
めてしまい、私たちは３回生で最上学年になった。そ
して入ってきた１回生が、全く吹奏楽も初心者の網干
君と清水君、トロンボーン経験者の林君、この３人だ
けだった。この頃は女子の部員が少なく、クラリネッ
トの経験者が少なかったのであるが、あまりにも残念
な年であったのだ。その１回生を合わせても９人！こ
のメンバーで上埜孝編曲の「火の鳥」でコンクールに
出場したのだから！信じられますか。
　嫌がる室矢君に無理やり頼み込んでE♭クラを吹い
てもらい、初心者の３人には音が出せるようになると

「火の鳥」を吹かせて…　無謀にも程があることをやっ
たのだ。私はソロクラを吹いたのだが、何小節か休み
があると１stや２ndのパートを、「そこ、休んでるん
だったら吹いてよ。」と若林先生に指示され、もう目
をつり上げて必死に吹いた。私の35年の吹奏楽人生の
中で、この「火の鳥」が一番大変な曲であった。以来
どんな曲がきても「火の鳥」に比べると大したことは
ないと思える。網干君、清水君、林君は、そんな厳し
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い状況でもよくも辞めなかったなあと不思議で、感謝
している。
　B♭クラリネットが７本だったこのころ、トラン
ペットも７本、ホルンも７本、トロンボーンは６本と
いうめちゃくちゃなバランスであった。金管からは「ク
ラリネットは下手くそ」くらいに思われていただろう
が、上埜先生には「龍大のクラリネットは吹けと言え
ば吹くからなあ」とほめられ（？）、それを聞いた金
管のメンバーが驚いたようだ。その年の定期演奏会の
曲は「火の鳥」はじめ、「詩人と農夫」「ハンガリアン
舞曲」木管が大変な曲ばかりであった。
　同じクラリネットパートの同級生、粟田君と結婚し
て、私たちは精神的にいつまでも龍谷大学吹奏楽部か
ら抜け出せないでいる。ずっとあの頃の話で盛り上が
り、懐かしんでばかりいる。もう息子、娘があの頃の
私たちの年齢を越してしまっているというのに。
　あれからたくさんの人に出会い、たくさんのことを
経験してきた。それでもあの頃のことを憶えているの
は、みんなそうなのだろうか。若林先生も、今やマエ
ストロになってしまわれても、もしかしてあの頃を憶
えているのだろうか。
　あの頃、同じ場所で、本気で音楽をしていた。私た
ちは若かったのだ。

思い出

21期生　安藤　里佐（旧姓　道司）

＜若林先生の思い出＞
　若林先生は最初の頃、大抵が不機嫌そうで、怖いな
あと苦手意識を持っていました。２回生の時、パート
内で経験者は８人中２人しかおらず、明らかに自分た
ちCl.パートは力不足でした。コンクールの曲で音が
すっきりしていないと、「そこ吹かなくてもいいよ」
とサラリと言われ、演奏を切られる者も……課題曲「ハ
ローサンシャイン」のメロディーに乗せて「そこ吹か
～な～くて～も～　い～いよ～♪」と自虐的に歌う後

輩たちのエピソードは、後に笑い話のネタになりまし
た。
　３回生になって練習後に「白川」などに一緒に行く
ようになると、先生と話をする機会も増えて印象が変
わっていきました。私は１回生の頃から敬語が苦手で、
「失礼のどうじ」というありがたくない別名まで付け
られていましたが、若林先生はじめ井谷先生や宅間先
生など、そんな失礼な私も含め学生をとても可愛がっ
てくださいました。距離がぐっと近くなったと感じ、
嬉しかったなぁ。同輩および一つ下の後輩たちと新築
なった若林邸におしかけ、スープなどの料理を作って
召し上がっていただいたことも懐かしい思い出の一つ
です。
　こんな密な結びつきの中で関係が構築されていき、
わが吹奏楽部は若林先生に率いられて前に前に進んで
いったのだと思います。
＜佐渡先生の思い出＞
　入部した年のコンクール指揮者は佐渡裕先生でした。
課題曲は「コンサート・マーチ『テイクオフ』」、自由
曲は「コダーイ作曲：組曲ハーリ・ヤーノシュ」。当
時部員は50人程度しかおらず、クラパートの１年生３
人のうち、私ともう一人は初心者。足を引っ張っては
ならない……と、訳も分からず練習に明け暮れたもの
でした。この年はオーボエもいなかったため、部で楽
器を買って初心者を１人オーボエパートに。「テイク 
オフ」には「どソロ」があり、本番ではみんな祈るよ
うな気持ちでソロの４小節を聞いていました。30年以
上たった今も、この時のソロフレーズは耳によみがえ
ります！
　大学での練習だけでなく、夏の白浜荘でのコンクー
ル合宿でも、佐渡先生の熱い熱い指導は繰り広げられ
ました。演奏に真剣さや情熱が足らん！と判断された
時は、「そんな程度の気持ちなら、練習なんかやめて
しまえ‼」と、レッスン打ち切りになるような局面も
あり、高いレベルで緊張感を持続しなければならない
合奏に、夢中でついていきました。指導の際、テイク
オフの前奏部分を「空の色がグラデーションでジワジ
ワ～っと変わっていくように……」と説明するなど、
目指す曲想を伝えるための言葉も印象的でした。
　京都大会を無事抜け、アルカイックホールでの関西
大会。イメージを大切にしつつ課題曲を吹き終え、自
由曲。コルネットのソロが少しとちった時は「うわ
あっ」と焦りましたが、その瞬間に演奏がキュッと引
き締まって、何とかこの危機を乗り越えるぞと全体が
一つになったのでした。結果発表で「全国大会出場‼」
と聞いた時は喜び爆発。みんなの顔が感激・喜びでク
チャクチャでした。
　１回生でのこの鮮烈な体験は、卒業の４回生まで私
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をどっぷり吹奏楽部に漬け込むエネルギーを十二分に
はらんでいました。
＜上埜先生の思い出＞
　上埜孝先生のレッスンは、数は多くないものの、と
ても刺激的でした。「火の鳥」を「焼き鳥」とボソッ
とつぶやき、最小限のアクションで指揮棒を振られる
ので、戸惑うと同時に「こんな最小の動きで曲の演奏
が可能なのか‼」と衝撃を受けたことが、一番の思い
出です。また学生たちは上埜先生に最大限の敬意を払
おうとするあまり、先生の飼い猫にまで「雪之丞さま」
とうっかり敬語を使っていたので、「おしぼり＆バー
ビ缶」を出そうと傍に控えていた私は、吹き出しそう
になりました。

本気で音楽やろうぜ ！
21期生　服部　早苗（旧姓　橋本）

　「本気で音楽やろうぜ！」　何度も聞いたその人の言
葉には、とてつもなく大きなパワーがあり、波動が広
がり、メンバーの心に響き、そして奇跡をおこしました。
　コンクール真っ盛りの夏。
　「ここで終わるわけにはいかない！俺の音楽はこん
なものじゃない‼」
　心の奥から発せられたその言葉に、誰もがハッとさ
せられたのではないでしょうか。
　音楽と真摯に向き合っているその姿を目の当たりに
して、自分達の甘さに誰もが身動きできず、「しん」
と静まり返ったのです。
　「熱っ！熱いっっ！」熱湯をかけたタオルを素手で
絞って作ったおしぼり。学生相手にも全力で棒を振っ
て汗だくになったその方に、熱々のおしぼりと冷たい
お茶をお出しすることが、私達一回生の役割。「美味
しいお茶をいつもありがとう」と言って下さったけれ
ど、絶対美味しくはなかったはずです。常に誰に対し
ても真摯で、何に対しても全力で向き合う人でした。

　「金賞、関西代表！」その夏の終わり、皆の夢が叶っ
た瞬間です。
　その人は、それからほんのわずかな時を経て、もっ
と大きな夢を実現されました。海外に渡りバーンスタ
インに師事、ほどなくブザンソン国際指揮者コンクー
ルで優勝し、世界に羽ばたきました。「佐渡裕氏」誰
もがその名前を知る指揮者になるとは、その時誰が想
像出来たでしょうか。
　「信じれば夢は叶う」「強い思いのある人こそが運を
も味方につける」
　みなさんは夢を持っていますか？
　創部50年おめでとうございます。

我々の音楽
22期　幹事長　北東　良之

　1990年８月、関西吹奏楽コンクールが開催されてい
たアルカイックホールの薄暗い舞台裏で、私はライバ
ル校の演奏を聴きながら表彰式を待っていました。待
機用に並べられた椅子には、良く見知った他校の代表
が座っています。お互い声を掛けるでもなく、じりじ
りとした時間が過ぎていきました。そうしたなか、い
よいよ最後の出演校の名前が紹介されました。輝かし
い歴史と伝統を持った全国大会常連校です。私はその
ブランド力に押しつぶされそうになりながら、じっと
耐えていました。しかし彼らの演奏が始まったとたん、
「あれ？」と強い違和感を持ったのです。そしてその
違和感は、音楽が進むにつれ大きくなっていきます。
「心が動かない」のです。「これは友人である彼らの
音楽ではない。彼らはウソをついている」と。
　私はコンクール練習が続く夏のある日、終わりの
ミーティングでこんな話をしていました。「画家は思
いを伝えるために絵を描き、小説家は言葉を紡ぎ、歌
手は歌を歌う」、「プロは思いがなくてもテクニックで
上手にウソをつけるが、アマチュアである我々が思い
をなくせば、単なるウソつきになる」、「テクニックで
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は負けるかもしれないが、だれにも負けない強い思い
で、ウソのない音楽をしよう」と。
　コンクールの結果はその全国大会常連校が代表に選
ばれ、我々は選ばれませんでした。しかし、「我々の
音楽にウソはなかった」と自信をもって言えるもので
した。表彰式が終わり、いわゆる「ダメ金」の賞状を
片手に足早に皆のもとに戻る道すがら、私は確信しま
した。そしてその確信を90人の部員の前で伝えたの
です。「きっと我々の音楽が認められる時が来る」と。
そしてその時はやって来ました。私の予想よりもずっ
と早く。
　あれから約30年、現役の皆さんのむせかえるような
熱き演奏に触れるたびに願います。「わが青春の龍谷
大学吹奏楽部が、これからも素晴らしい思いと共にあ
りますように」

紫ジャンパーができるまで
　第23期　ドラムメジャー　吉田　公一 

（創部30周年記念誌より）

　私が入部した当時（1988年）他の大学はそれぞれ自
分達の大学のクラブジャンパーを持っていました。
　しかし、龍大にはその様なものは一切なく、不思議
に思い一年を過ごし、二回生になり合同演奏会で他大
学と交流を持つ場ではジャンパーがなく、寂しい思い
をしたものです。
　当時の幹部に「ジャンパーを作りましょう」と言っ
たのですが、当時は依頼演奏での正装白（青ブレ、エ
ンブレム、黒ズボン、白カッター、ストライプのネク
タイ）の自己負担で、なかなか実現せず、そのまま三
回生も過ぎていきました。
　代が変わり、四回生になった時に幹部ミーティン
グをし、「ジャンパーを作ろう」と話をもちかけ、大
半が賛成をした。が、ジャンパータイプというのは
決まったが、デザインや色については意見がバラバ
ラでまとまらず、結局ドラメをしていた私が考える
ことにしました。独断と偏見で色は大学のカラーを
とり、「紫」と決め、紫に合う文字は「金」しかな
いと思い、背中にはドラメの特権で「MARCHING 
BAND OF RYUKOKU UNIV.」と入れ、一応コン
クールにも出ていた手前、前面左胸に白文字で小さく
「SYMPHONIC BAND…」と入れておきました。
　自分の考えがまとまったところで、みんなに了解を
求めたところ、女性部員のほとんどに「紫なんて嫌」「着
れへん」「恥ずかしい」と言われたのですが、強引に作っ
てしまいました。結果的には出来上がった実物を見て、
メチャメチャ評判が良く「このデザインにして良かっ
たな」と思ったのを覚えています。

　そのジャンパーを、今でも現役生が着ているとは不
思議という気持ちと同時に、嬉しい気持ちで一杯です。
　「ムラジャン」が誕生して８年。それぞれのムラジャ
ンには、いろんな思い出がいっぱい詰まっていること
でしょう。
　現役生の皆さんも、ムラジャンに思い出がたくさん
できる様、悔いのないクラブ生活を送って下さい。

クロス・バイ・マーチ 
　仮面舞踏会　全国大会の回想

　第24期　幹事長　内田賢太郎 
（創部30周年記念誌より）

　私の宝。それは部屋に飾ってある１枚のパネル。
1992年に出場した全国大会のパネルである。元気が出
ないとき、落ち込んだとき、失敗したとき、必ずこの
パネルを見ることにしている。このパネルが元気を与
え、勇気をくれる。今も私の生きる「力」となっている。
　1992年10月24日の仙台。私にとってこの日は一生忘
れることのない日となった。夢だった全国大会の舞台
に現実に立っていた。それを思うだけで感動に震え、
心が一杯になる。
　思い起こせばこの日から逆上ること８カ月前。新
チームとして1992年の活動が始まった。活動が始まっ
てまもなくは何事もなく順調であったが、日を重ねる
につれ、度重なる失敗を繰り返していた。自由曲の選
択で、若林先生の手を焼いたこと、何の相談もせずに、
勝手に自分たちだけで楽器を購入したこと、パート同
士の上手下手論争が発展し、幹部同志で居酒屋で大ゲ
ンカしたこと（今となっては笑い話だが、私の下宿先
のとなりの住人を巻き込んで警察ザタになった。）若
林先生に関西大会の日程を誤って伝えてしまったこと
などなど数え上げればきりがなく、気がついてみると
周囲の方々にかなりの迷惑をかけるようになっていた。
当時運営についての助言をしていただいていたOBの
Ｓ氏から「お前なにやってんねん」と電話ごしに怒鳴
りつけられ、お喝りを受けたこともしばしば。やるこ
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となすことすべてが裏目にでてしまう。私はすっかり
自信をなくし、幹事長として無能な自分を責めていた。
京都府大会数日前の合奏終了後の志ら川の席で「今
年は絶対におちるよ」と若林先生に太鼓判をおされ、
OBのK氏から「もうこれで龍大も終わったな」と言
われ、兄貴分のT氏から「今年はめっちゃやばいで」
と言われる始末。本当に悔しく情けない思いで、ただ
ただじっと我慢することしかできなかった。そんな絶
望的と言われ続けていた私たちが、まさかこの舞台に
立てるとは……。
　本番前のチューニング室。ここまでこれたことに感
無量になり、私は涙を抑えることができなくなった。
すべてのパートがチューニングを終え、いざ出陣。そ
の前に私には仕事がある。「内田。いつものやつ」。副
幹事長の田村が言う。私はメンバーの前に出て大声
で歌を歌った。「やるなら今しかねー♪……」しかし、
感動のあまり声が詰まり、まともに歌えない。「苦し
かったけど幹事長やってきてよかった」この瞬間に初
めてこう思うことができた。
　そして迎えた本番。緊張の一時。シーンと静まり返
るホールに若林先生のタクトが振り降ろされた。木管
のさわやかなトリルに続き、ホルンの力強い主題が客
席に響く。パーカッションが軽快なリズムを刻み、中
盤の美しいサックスのメロディーへと引き継がれる。
中低音のハーモニー。金管のあいの手。すべては順調
に勢いよく進み、やがて終盤へと差しかかる。この曲
の一番の聞かせ所でもあり、また各プレイヤーの泣か
せ所でもあった。苦しみながらもトランペットのハイ
トーンが決まり無事課題曲を終えた。「もう楽しくて
楽しくてしょうがない」そんな気分で自由曲へ。優雅
なワルツ。情熱的なロマンス。そして最も龍大らしい
元気で軽快なギャロップ。最後は全員ノリノリでフィ
ニッシュを迎えた。会場からは割れんばかりの拍手の
渦に包まれて、ステージを後にした。感動で涙を流す
ものあり。抱き合って喜ぶものあり。もうこれ以上の
幸せは味わえないだろう。
　私たちは、龍大吹奏楽部の歴史の中で有り難いこと
に初の全国大会金賞をいただいた。しかし決して優等
生がそろっていた訳ではない。むしろ、劣等生の集団
であったような気がする。なぜ、金賞を受賞すること
ができたのか私自身いまだもってなぞであるが、あえ
ていわせてもらうならば、「感動」することをいつま
でも忘れなかったからかもしれない。そして何よりも、
私たちに関わって下さった周囲の方々の援助がなけれ
ばこのような栄光を勝ち取ることはなかっただろう。
　最後に「感動する音楽とは何か」を教えて下さった
若林先生を初めとするコーチングスタッフの先生方、
いつも陰で私たちを見守って下さった顧問の岸田先

生、困ったときに助言いただいた学生課、学文局本部、
OBの方々、よく我慢して私たち幹部についてきてく
れた後輩のみなさんにこの場を借りて深く感謝申し上
げます。そして、私を支えてくれた同回生12名のみな
さん。君たちと出会えて４年間一緒に活動したことを
私は誇りに思います。ありがとう。

定期演奏会初の２回公演について
　第25期　幹事長　小笠原久直 

（創部30周年記念誌より）

　私が４回生で迎えた、第20回定期演奏会で２回公演
となったいきさつを覚えている範囲で書いていきたい
と思います。
　まず、定期演奏会の約一年前、ホール・日程等を同
期で話し合いを始めた頃は、全く自分たちの中では２
回公演等は考えていませんでした。前回の定期演奏会
において、立ち見が出るほどの盛況ぶりで喜んだ反面、
アンケートからは「せっかく来たのに座席がないのは
どういうことなのか」というご意見がたくさんあった
ため、次回の定期演奏会を八幡市文化センターではな
く他の大きなホールで行うという意見にまとまってい
ました。それぞれで他のホールについて客席数・使用
料、申し込みの日程等調べた中には尼崎アルカイック
ホール・大阪フェスティバルホール・吹田メイシアター
など他府県のホールも候補に入っていました。
　同期で再度ミーティングを重ね、若林先生に相談し
たところ、「京都の大学が他府県のホールで定期演奏
会を行うのはおかしい。京都会館があるだろう」と言
われましたが、京都会館ではステージが狭く、ステー
ジドリルができないという現役側の意見がありました。
これに対し先生は「ステージドリルはやめてオリジナ
ルアレンジステージのみでやればいい」とのこと。し
かしどうしてもステージドリルだけはやらせてほしい
というお願いと先生との相談を重ねた結果、八幡市又
化センターでの２回公演という結論に至ったのです。
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　さあ、ここからが大変でした。この結果を持ち帰り
同期に伝えたところ、絶対無理という意見が多数。他
にも「２回公演にして２回ともガラガラだったらどう
するのか」など。数々の議論を重ね、最終的には全員
納得のうえ、準備段階へと入っていきました。
　初めてのことであり、マニュアルが全く無い手探り
状態。山ほどの問題を一つずつ解決していかなければ
なりません。一番の問題はアンケートにあった座席の
問題。そのためには全席指定にしなくてはなりません。
どのような方法で座席券を配布するのか、またチケッ
トの前売りは何枚販売するか。当日券は販売するのか
など、細かいところまで議論しました。
　準備を重ねて、定期演奏会まで約一カ月。前売券の
販売を始めました。ボックスには販売数のグラフをつ
くり、それを見ては一喜一憂する毎日でした。しかし
当初の心配をよそに昼・夜ともほぼ完売。予想以上の
結果にみんなで喜んだことを覚えています。そしてい
よいよ本番当日を迎えることになりました。
　部員全員の努力と、たくさんの方の応援により大盛
況のうちに幕を閉じることができました。一人ではで
きないこともたくさんの仲間となら何でもできる、と
いうことを学んだ定期演奏会であり学生生活でした。
４年しかない学生生活を、後輩の皆さんにも有意義で、
そして人生の良き思い出となるよう頑張ってほしいと
思います。

夕照コンサートの思い出
　第25期　学生指揮　草野 謙太郎 

（創部30周年記念誌より）

　創部30周年おめでとうございます。
　私が４回生の時ですから、今から５年前に「タ照コ
ンサート」が始まりました。学生課から「瀬田学舎で
コンサートを開かないか」という相談があり、一緒に
コンサートをつくっていくことになったのです。（「タ
照」とは、瀬田近くの旧跡名だったと思います。）

　さて、メンバーですが、コンクールの時期と重なっ
たこともあり、コンクールメンバー外で臨むことにな
りました。出演者もコンクールメンバーからはずれた
ショックなどもあり、気持ちを前向きにさせることか
ら始めたように覚えています。練習時間も午前「タ照」
中心、午後「コンクール」中心と時間をずらして練習
していきした。初心者が多かったため、朝のうちに合
奏をし、練習目標を明示して、午後を自主練習としま
した。大変良く練習し、与えられた楽譜に対して一生
懸命努力し続けたメンバーの姿を今も思い出します。
　そして当日、コンクールメンバーが裏方に回り、い
よいよ演奏。持てる力を出し切っての良い演奏だった
と思います。特にアルメニアンダンスパート１の演奏
を強く覚えています。ただ、指揮者が私でなかったら
もっと良い演奏になったのではと、今、思います。（た
だ、当時は無我夢中でした。）
　最後になりましたが、「タ照コンサート」という演
奏の機会を与えてくださった大学関係者、御指導くだ
さった若林先生、竹林先生をはじめとする諸先生方に
は大変感謝しております。また、これからの龍谷大学
吹奏楽部と「タ照コンサート」の益々の発展を祈念し
ております。

定演ドリル
　第25期　ドラムメジャー　吉田　周晃 

（創部30周年記念誌より）

　私が初めて『X』というバンドの存在を知ったのは、
中学生の頃、愛読していた雑誌「ロッキンf」に綴じ
込まれていた１枚のソノシートでした。タイトルは
「紅」と書いて「くれない」と読むその曲は、当時ヘヴィ
メタルに熱中していた私の頭を激しく打ちのめしまし
た。おごそかにピアノで始まるイントロ、一転して激
しくうなる高速ビート、それ以来、このバンドのリー
ダーで、ドラマー兼ピアニストであり、Xの曲のほと
んどを作曲している１人の人物に心を奪われ、のめり
込んでいきました。その人物の名は、YOSHIKI。本名 X、
生年月日Х、血液型Х。その謎めいた男は、当時、中
学生だった私の心に深く刻み込まれました。
　高校３年の夏、そのXがスポーツバレー京都にやっ
てきました。ケバケバしいメイクに髪の毛を逆立てて
叫ぶXのメンバーに震撼しました。火を吹き、楽器を
壊しまくる、かと思うと、静寂の中でのバラード。「動」
と「静」、「光」と「影」が交互に襲ってくる。そんな
彼らのステージングに、時の経つのも忘れ、ただ、呆
然と立ち尽す自分がいました。
　その後も、快進撃を続けるXにのめり込み、様々な
メディアで、YOSHIKIの発言に触れ、彼の音楽に対
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する考えや、芸術性をすこしずつ知り始めました。そ
して、Drum Majorに就任した年に、YOSHIKIのソロ
アルバムが発表されました。その内容は、Xの曲をオー
ケストラにアレンジしたものでした。
　「音楽にジャンルはない！ロックもクラシックも私
の愛する音楽です。」
　そんな、彼の言葉に嘘はありませんでした。あの激
しいXの曲が、見事にアレンジされて、私の前に現れ
ました。これは、ただ単なるリミックスアルバムで
はなく、全く別の作品としてとらえることのできる
完成度の高さでした。このアルバムで、改めて彼に共
感し、深く感銘を受けました。この人の曲なら、もっ
と別の表現ができるかも知れない。また、別の解釈
で、全く新たな何かが創れるかも知れない。ステージ
マーチングとXの融合、Xが単なるハードロックバン
ドでなかったように、私は、平凡なステージドリルに
はしない‼ 誰もがなし得なかった最高のshowを創り
たい……そんな思いを、アルバムの発売元である、東
芝EMIにお伝えしたところ、本人に直接交渉してくれ
るというのです。帰ってきた返事は、こちらが恐縮す
るほど丁寧なものでした。実はYOSHIKIは中学時代、
吹奏楽経験者で、楽曲の改編、マーチングバンドでの
演奏、共に快く了解してくれた、とのことでした。
　あの日、１枚のソノシートに身を震わせて以来、自
分の歩むべき道を模索していたのかもしれません。大
袈裟で、大変失礼な話かも知れきせんが、オペラでも
バレエでもない、全く新しいステージ芸術を創造し、
想像していきたい。
　そんな思いが、今も自分の中に流れつづけています。

教訓とメッセージ
　第26期　幹事長　吉本　光孝 

（創部30周年記念誌より）

　30周年記念誌の発行おめでとうございます。
　26期の幹事長として、私の幹事長時代の教訓と今後

の部員たちへのメッセージを書きたいと思います。
　私が龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部の部員をし
ていた４年間は、まさに吹奏楽部の大成長期のまった
だ中にありました。当然この大成長は、過去の先輩方
が培ってこられた歴史があるからなのですが、部の内
外共にとても活気づいていたときであったと思います。
それと同時に部自体の運営にも変化が現れてきたとき
でもありました。
　かつての部は、どちらかというと幹部の先輩方につ
いていくといった感じでした。しかし、徐々にではあ
りますがそれぞれの回生や個人がそれぞれの考えを持
ち、それを言えるようになってきました。実際に私が
４回生の時でも、３回生との考えの不一致で話し合っ
たことがありました。その時に、なぜこういう考えの
不一致が起きたのか、幹部でもよく話し合いました。
そして、次のように、下回生に伝えました。
　個人、回生それぞれの考え方がある。その時の幹部は、
幹部の考えで部を運営している。しかし運営は、部全
体の考えの一致でまとまりができるのであり、まとま
りがなければ運営していることにはならない。
　つまり、部というのは、縦と横のつながりがあって
こそ初めて運営しているのだといえます。今までの部
の歴史があり、それを引き継いで今後の部が成り立っ
ていくのだから、昔と今は１本の線でつながっていな
いとまた１から始めることになる。毎年そんな状況で
は、成長できるわけがない。
　そのためにはまず、横のつながりである回生のまと
まりをつくること、次にそれぞれの回生が今後につな
がるように意見を言えることが大事である。分かり易
くいうと、上回生は、まとまりができるように回生で
しっかり話し合い、自分たちの考えをわかってもらえ
るように下回生にもしっかり伝えること、そして、下
回生が後にやりやすくなるために意見をしっかり聞き、
自分たちの考えに取り混ぜて方向性を見いだすことが
大切である。下回生は、回生のまとまりをつくり、上
回生の考えを聞き、自分たちの意見をしっかりと上回
生に伝えること。そして、上回生のいいところ悪いと
ころをしっかり見つめて学ぶこと。それでこそ「吹奏
楽部の成長」という糸が上へと伸びていくのです。
　私の部員時代の思い出は、いいこと悪いこといっぱ
いあるのですが、あえて自分の教訓と、現役の部員た
ちへのメッセージとして書かせていただきました。私
の考えが少しでも伝わればうれしく思います。
　今後の龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部の発展を
お祈りいたします。
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青ブレザーから紺ブレザーへ
　第26期　衣装管理　藤島　裕明 

（創部30周年記念誌より）

　龍谷大学吹奏楽部のシンボルともいえる青ブレを変
更するにあたり、伝統を壊してしまうのではないかな
ど、賛否両論ありました。しかし、当時、ブレザーは
統一されておりましたが、パンツ（ズボン）は全く統
一されておらず、不揃いで「だらしなく」見受けられ
ました。それではということで落ち着いた統一性のあ
るものを、また将来でも活用できるものをというコン
セプトにたち、紺ブレへの変更へと踏み切ったわけで
す。
　苦労した点は、企業選択であったように思います。
学生の負担が多かったため、なるべく安価な良いもの
をと、一生懸命考えたことを覚えております。安くオー
ダーしてくれる洋服店を探しに名古屋まで行ったこと
もありました。現在は、青ブレもステージ衣装として使
われているようで、青ブレも紺ブレも共に、龍谷大学吹
奏楽部のシンボルになっているのではないでしょうか。
　所詮、音楽は見た目ではなく中身です。
　龍谷大学吹奏楽部の益々のご発展を期待しておりま
す。
 　合掌　

コンクールのこと
　第26期　学生指揮　松井　強介 

（創部30周年記念誌より）

　この年のコンクールは、今までとは少し曲の形式が
変わって、課題曲が長くなり、短い自由曲を選ばなけ
ればならないという初めての年でした。課題曲『饗応
夫人』・自由曲『コラブルニョン』の２曲で、その最
終の結果は全国大会には出場できず、関西大会で金賞
でした。（今思えば、本当に、お祓いに行くべきだっ
たと思います。笑）

　そのコンクールで私が指揮者として一番大切にして
いたことは、やはり基本練習です。これだけは、本当
に直前になっても必ずするようにしていました。あ
せって曲の練習に入ってもメンバーが不安にもなりま
すし、そんな気持ちのままではいい練習にもなりませ
ん。曲の練習の前に基本練習をすることで、ピッチを
合わせたり、まわりの音を聞いて自分の音を確認する
練習と、いろんな意味がありました。
　次はパート練習です。合奏は55人でやりますが各
パートが集まってはじめて合奏ができます。個人が
しっかり吹けていないとダメですが、それもパートが
しっかり揃っていないと一つに聞こえませんし、合
奏をしてもいい合奏にはなりません。この年の幹部は、
私が金管のホルンパートだったので、木管主任として
小林君が木管を本当によく見てくれ、分奏はほとんど
全て任せることができました。特にコンクールの練習
ではパート練習と分奏は多くし、合奏での反省はそこ
で徹底的に練習しました。そうして練習全体も計画的
にし、細かいところまで個人単位でいい演奏ができる
ように練習しました。この「計画的に」というところが、
一番練習のなかでは苦労したところだと思います。こ
の日までにこの部分は完璧に、と思い練習していつも
うまくいかなかったり、そのときはできても３日後は
また元に戻っていたりします。もう一度そこをと思っ
ていても５講目の授業があったりしてまたこれも狂っ
てしまいました。こういったところをいかにうまくや
りくりするかということが、一番難しかったと思いま
す。実際は、計画といってもできなければ後にずれて
いきましたが、頑張って追いつくように努力していき
ました。
　結果は２年前から連続で出場できていた全国大会に
は出られませんでしたが、関西大会で金賞をもらうこ
とができました。さすがに関西の発表の時には泣きま
したが、その後は全員で力を出し切った満足感があり
ました。私は龍大の４回生までで10年間吹奏楽をして
きましたが、それは私の人生にとってとても大事なも
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のになりました。今の自分がこうあるのもほぼ全てそ
のおかげであると感じています。コンクールという１
つの大きな目標にむかって頑張ったことで、自分が同
じように何か大きなものを目指したときの、それに達
する為の方法を知ることができました。それはあきら
めずにやり通すことや日々努力することなど、ひとこ
とでは言い表わせません。このことは、私の一番の宝
物です。

音楽畑 ～定演ドリル～
　第26期　ドラムメジャー　村上　吉範 

（創部30周年記念誌より）

　私がドラムメジャーをさせていただいておりまし
た’94年は、日程の関係で例年定期演奏会に使ってい
た八幡市文化センター大ホールが押さえられず、宇治
市文化会館大ホールで行われました。ステージの広さ
や照明設備等が八幡と異なり、部に保管されていた
ホールの資料があまり役に立たなかった記憶がありま
す。マーチングで使う曲は作曲家・服部克久氏の曲か
ら選出したのですが、初の試みとして作曲者ご本人よ
りコメントを頂き、パンフレットに掲載させていただ
きました。また直接、服部氏より原曲のスコアをお借
りし、編曲に使うという贅沢な経験もさせていただき
ました。春に宇治市文化会館でコンサートをされた服
部氏にお会いし、マーチングにおいての曲の使用許可
を頂いたのち、京都から東京の氏のご自宅まで日帰り
で（！）コメントやスコアを取りに伺った事も、今で
は良い（辛かった？）思い出です。
　’94は新たにメンズ・カラー・ガードを取り入れ、
依頼演奏等で経験を積み重ねた後、定期演奏会で本格
的にデビューした年でもあります。当時は部員の増加
に伴い、個人の負担を減らすため、またより良いもの
を完成させるために、入れ替わり出演をしていました
が、管楽器セクションについてのみ可能な事でした。
部内でカラー・ガードと言えば、それまでは女性を指
すものでしたが、新たに男性によるカラー・ガードを
結成しました。それまで管楽器セクションとしてマー
チングに参加していた部員もおり戸惑いもあったと思
いますが、それぞれに技術を磨き、定期演奏会に臨ん
でくれました。
　練習については、本番が例年通り12月下旬でしたの
で、寒い季節の外での練習で風邪をひく部員が絶えず、
思うようにはかどらずに苦労しました。マーチングの
練習になると雨がよく降るという不幸な（？）天候も
災いし、学内での最後の通し練習にさえマーチングだ
けは通らないという、切羽詰まった状況でした。しか
し、ホールリハーサルで何回か通し練習を行ううちに

うまく通るようになり、何とか本番を迎える事ができ
ました。
　本番は前年から昼／夜の２回公演となったため、体
力や気持ちの面での配分が難しく、慣れない面もあり
ましたが、当日は何事もなく無事に終了することがで
きました。ただ、昼の部で緊張してしまい、冒頭部分
の指揮のテンポがずれてしまったことが心残りとなっ
ています。
　最後になりましたが、定期演奏会に向けて頑張って
くれたガード・チーフをはじめとする部員スタッフの
方々、無理な編曲を引き受けて下さった諸先生方、色々
な相談に乗っていただいた先生及び先輩方、そして限
られた少ない時間の中で、最大限努力してくれた部員
の皆さんに深く感謝いたします。

『音が苦・音楽・音学』
　第27期　幹事長　柴田　拓弥 

（創部30周年記念誌より）

　様々な目的で集まった百十余名の部員。コンクール
で全国に行きたい者・演奏会などで楽しくやりたい者・
ただ楽器を吹いているだけで良い者・授業が終わった
あとヒマだから入った者・こわい先輩に誘われてやめ
るにやめられなくなった者などなど……。入部の目的
はいろいろだが、上手くなりたいという目標はみな同
じである。依頼演奏・コンクール・定演を三本柱とす
る部活動において、本物の音楽を目指していくと、し
ばしば『音が苦』になる。上手くなろうと悩み苦しみ
ながら練習する。何かをつかむと『音が苦』が『音楽』
となっていく。それを繰り返しながら、だんだんと本
物の音楽を作り上げていく。ましてやコンクールにも
なると、わずか55席をめぐって幾つもの様々な『おん
がく』が見られ、また様々な人間模様も見られる。メ
ンバーから外れても頑張る者・腐る者、メンバーにな
りながらも『音楽』に苦しみ腐っていく者・乗り越え
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ていく者。
　コンクールとは、他団体との競争のようになっては
いるが、自分の心との競争ではないだろうか。様々な
『おんがく』を通して、何ごとにもゆらぐことのない
精神と体力を身につけることがコンクールの意義では
ないかと思う。そういった意味で全国大会まで行けた
ことは、いい勉強になったと思う。
　ある日の合奏終了後、若林先生に、
　「幹事長は、ゴミ箱にならないとダメだよ。何でも
入って壊れることのない大きな大きなゴミ箱にならな
きゃ。」（若林先生口調）と言われた。ありがたい言葉
に、元気よく「はい」と返事した私は、志ら川・芳
珉・北京亭・ガストと先生宅のカレーを見事にたいら
げ、今もなおその教えを忠実に守り、現在95kgであ
る…………。
　それはさておき、年を追うごとに、現役と先生との
年の差は広がってゆき、お互いの考えや気持ちはなか
なか理解しがたくなってくるだろうが、強い精神力と
体力を培い、包容力のある人間になっていってほしい。

阪神大震災チャリティーコンサートの思い出
　第27期　古屋　敦隆 

（創部30周年記念誌より）

　平成７年１月17日５時46分……。この一瞬の出来事
によってそれ以降の活動が大きく変わってしまうこと
になってしまいました。
　まるでどこかにタイムワープしたかの様な激しい揺
れと上から降ってくる本など、電気は消え、おさまっ
た時には現実かどうか信じられませんでした。
　その後の刻々と判明する被害状況や、ライフライン
の寸断などは、みなさんも知っておられると思います
ので、ここでは省略しますが、震災の翌日に90分程歩
いて西宮北口に行き、電車を乗り継いで京都まで来て、
いつもと変わらぬ龍谷大学（実際は現在はない14・15
号館のガラスが割れるなど被害はあったらしいが）を
見て、自分が別世界から来た人間の様に感じた記憶が
あります。その後一週間程友達の下宿に泊めてもらっ
た時のいろいろな人からの暖かい言葉・行動にはとて
も感謝しています。
　その後、とあるOBさんの依頼により、御影のお寺
で慰問演奏会をすることになったわけですが、その時
に自分と同じ立場の人達の心を一瞬でも震災の現実か
ら解放できたこと、そして演奏に参加した部員に少
しでも被災者の心に近づいたこと、そして何よりも自
分自身の心の支えになったことは、この演奏会により
様々な貴重な経験だったと思いますこの演奏会では、
私たち以外にも、民族楽器の演奏や、屋台の出店など、

様々なアトラクションがありましたが、その中で一番
印象に残ったのは、キーボード演奏をしてくれた女性
のこんな歌詞でした。
　「上を向いて歩こう涙がこぼれないように
　思い出す春の日
　ひとりぼっちじゃない」
　これはあの有名な坂本九の「上を向いて歩こう」の
歌詞を少しアレンジしたものですが、この歌により、
災難にも前向きに取り組む姿勢と、ひとりではなく、
みんなの力に支えられて生きていることを改めて感じ
ました。
　震災から４年、神戸も物質的にも精神的にも目に見
える程復興してきましたが、この体験は一生忘れるこ
とはないでしょうし、またこの震災により失った物も
多数ありますが得たものもそれと同様にあると思いま
す。
　今一度、みなさんの心にも刻んで欲しいと思います。
「頑張ろう、神戸」と。

冬来たりなば、春遠からじ 
「現役の後輩達へのメッセージを込めて…」 
　～初めての部内アンコン～

　第27期　学生指揮　長谷川　浩 
（創部30周年記念誌より）

　「冬来たりなば、春遠からじ」という言葉にもある
ように、冬は野球やテニスなどのスポーツの世界、ま
た吹奏楽部にとっても、シーズンオフの時期である。夏、
秋に向けて、忍耐と不断の努力を積み重ねる、１年で
最も大切な時期である。このオフの時期をいかに過ご
すかで、その年の１年が決まるということは周知のと
おりである。
　我々、27期生は、「冬来たりなば、春遠からじ」の
言葉を信じ「相互理解」「全力投球」「不言実行」「け
じめ」の運営方針を掲げて幕をあげた。当時、学生指
揮者であった私は、龍谷大学吹奏楽部に今後の土台に
なるようなものを何か残したい、たとえその年のコン
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クールなどで、いい結果を残せなかったとしても『今
年はここが変わった』というものを創りたい、という
強い思いを抱いていた。技術面よりも、技術を身につ
けるための練習方法。運営、精神面での土台づくりを
第一に考え、我々がつくる土台を、次の世代、次の世
代へと受け継いでほしい。いつか本物の素晴らしい演
奏ができるように、そして、みんなが心から音楽を楽
しむことができるように。そんな願いを胸に、新チー
ムによる練習に臨んだ。「結果なんてすぐにでなくて
もいい…いつか必ず…」という秘かな野望と、大きな
ロマンをもって…。
　その年の演奏面での目標は、ズバリ「ちゃんと」。
具体的にいうと
　・個人練習のできるバンド
　・思い切りのいい演奏のできるバンド
　・マーチをきっちりと吹くことのできるバンド
　演奏面での目標とそして、この三つの具体的な目標
を念頭に置き練習を開始した。
　“目標達成のためには、まず２ヶ月にも渡るオフを、
どう生かすか”ということが、はじめの課題になった。
オフでは人もなかなか集まりにくく、合奏をするとい
うことも難しい。かといって個人練習だけでは、目標
も練習も曖昧になってしまうし、曲のパート練習もい
まいち…。
　そこで考えたのが、ソロコンテストであった。一番
目の、個人技術の向上を願った「個人練習のできるバ
ンド」という目標達成のためには、まずいつもの120
人の合奏ではどうしても忘れてしまいがちな緊張感、
使命感（自分がしっかり吹かなければならない）、責
任感（人に頼らない）などの基本的な、感覚を身に付
けなければならなかった。また、できなければ恥ずか
しい、何が何でもという精神的な圧力、緊迫感を感じ
ながら練習させるためにも、ソロコンテストがベスト
であった。しかし、段階を踏むという意味で、ソロコ
ンテストは次の機会とし、アンサンブルコンテストを
開くということになった。また、アンサンブルなら５
人も集まれば十分練習になる。アンサンブルをするこ
とによって集まる機会も増え、行事が一つ増えたとい
うことにより、少しでも時間を惜しんで練習をする習
慣が知らないうちに身に付き、パート練習の充実につ
ながるだろうと考えた。
　アンサンブルという一つのバンドの中で、バランス
をとり、アーティキレーション・ピッチ、タッチ（リ
ズム）を合わす。一人一人がソリストになったつもり
で自分をアピールし、自分のパートに責任を持って吹
けるように…。結局は、うまくなるため、みんなでい
い音楽をする手段としての取り組みであった。それに
加えて、第二の目標である「思い切りのいい演奏ので

きるバンド」には欠かせない「はっきりしっかりとし
た音を出す（ロングトーンを中心に）」ということを、
その年の１、２、３月の全体の課題とし、そこに個人
の目標をプラスして、冬の練習に取り組んでいった。
　その年は初めての試みということもあって、技術面
での成果はあまり見られなかったが、運営面や練習面
での成果はかなり大きかった。冬期オフの始め（アン
コンの選曲の前）に各々が自分自身を落ち着いて見つ
め直し、個人の課題と克服のための基礎練習の内容を
組み、全員がそれを提出し、それを応用させた曲を選ぶ。
というように、選曲の段階から細やかな指示を出した。
つまり、自分の苦手な面を克服するためにも、ワザと
そういう曲を選び、自ら崖っぷちに追い込む。選曲を
しながら、自分の弱点を知る、己を知ることから始め
た。文章に書くことはとても簡単であるが、それを実
行するのはかなり大変である。完璧にできなくてもい
い、課題に沿って選曲しようと努力することが大切な
のだ。自分にとっては、とりあえず意識づけさえでき
ればよかったのである。
　自分の弱点を知り、克服しようとする意識づけの結
果、少々強引な面もあったが、例年の冬のパート練習
とは少し違った雰囲気で全員がアンサンブルの練習に
参加し、それと並行して３月の演奏会のパート練習に
取り組んだ結果、緊張感もあり充実した２ヶ月になっ
たに違いない。また、その場その場でのリーダーが生
まれていったことも、その時の成果の一つとして言え
るだろう。
　「常に具体的な目標を持ってほしい…」年に一度で
はなく、二度でも三度でも、そういう機会を持つこと。
ただ単に何の意識も持たずに、やるのではなく具体的
な目標を持って取り組むこと。それを幾度も続けるこ
とによって、いずれは、技術面での成果も出てくるに
違いない。そういう色んな思いで始めたアンサンブル
大会が、いまでも受け継がれているということはこの
上なく嬉しいことである。

　我々27期生が４回生の時は、色々なことに挑戦した。
第３の目標であった「マーチをしっかり吹くことので
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きるバンド」の達成のために『通年50曲、１週間１～
２曲…毎日マーチの合奏を30分はとる。』ということ
を取り入れていった。そんな活動の中、たまたまその
年のコンクールの課題曲が、マーチ４曲。あるコンクー
ルの合奏の後、我らが『志ら川』で若林先生からいた
だいた「龍大もようやくマーチが吹けるようになった
ね。（若林先生風に）」というありがたい、お言葉は今
でもはっきりと脳裏に焼き付いている。
　何でもいい、何かを信じて、そしてなによりも自分
を信じて、信念をもって、色々なことに取り組んでい
け。決して惰性ですべてが過ぎていくことのないよう
に、いつでも野望をロマンをもって色々なことに望め。
そして、いつかは天下一品の…イヤイヤ、天下の龍谷
大学と言われるように、そしてソロコンテストができ
るような立派なバンドになってもらいたい。
　今、吹奏楽部、音楽に携わっている人に声を大にし
て伝えたい。我々は、音楽の素晴しさ、楽しさ、クラ
ブ活動の大切さを、他のどんな人よりも知っています。
そのことを知っておくだけでなく、しっかりと理解し
た上で、伝えていく。例えば、クラブの後輩、地域の
中学校、高校、OB、OGとして龍大の後輩達でもいい、
自分の母校に帰って、地域の音楽活動を盛り上げてい
く…どんな形ででも、後の世代に伝えていくことこそ
が、我々に残された使命だと私は考えます。
　最近この原稿を書くにあたって、懐かしく思いなが
ら学生時代の資料を見ていると、自分が４回生の時の
京合のアンケートが出てきた。恐れるものなんて何も
ない。どんなことがあっても、自分がすべて正しいと
自信に満ちあふれていた、当時の自分にとっては、そ
んなものはただの紙切れにしか過ぎなかった。しかし、
今もう一度読みかえしてみると、その中には、指摘の
言葉もあれば賞賛の言葉もあり、今頃になって、そこ
にある、一つ一つの言葉の重みを感じるが、その時そ
んなことに気付かなかった自分に全く後悔はしていな
い。なぜなら、やりたいことをやりたいだけやり、自
分をとことん試すことのできた４年間だったからだ。
あの龍大での４年間がなかったら、今の自分はあり得
ないだろうと、心底思うからである。ゆえに、私は龍
大の演奏会を聞きにいくと、いつも「自分もあそこに
入って一緒にやっていたんだ」と、懐かしさを感じな
がら、自信とプライドを高くして帰っていく。そして、
私事ではあるが、尼崎の小園中学校で、15人程度の
小さな吹奏楽部の、顧問をしている自分は、本当にこ
れでいいのか、と悩むことがよくある。不安になった
時心の支えになるのは、やはり今までの経験や、そこ
から生まれた自信しかないのである。だから、現役の
後輩達にも、今しか掴めないものをしっかりと掴んで
欲しい。それが何であるかを、各々がしっかり見極め

て「これだけは絶対に人には文句を言わせん！」とい
うようなものを、一つでも二つでも、できるだけ多く
この『龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部』で培って、
卒部していくことを心から願っています。

全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞
　第28期　幹事長　小嶋　真二 

（創部30周年記念誌より）

　先日30周年記念の演奏会へ足を運びました。私に
とっては卒部をしてから２度目の演奏会でしたが、今
回がチケットを持って最後までゆっくりと見ることの
できた初めての演奏会でした。私達が手掛けた頃の演
奏会とは、メンバーもプログラムもずいぶん違うもの
でしたが、もうなつかしいと思う八幡の文化センター
や、現役部員達の意気込みは当時と変わらず、少し雰
囲気に感化されたせいもあってか顔も見たことのない
後輩たちも、我々OBと同じく良い思い出もそうでな
い思い出もひっくるめて、楽しいクラブ生活であった
と振り返ることのできるような４年間を過ごして欲し
い、などという生意気な気持ちを抱きました。30周年
記念誌の発行に際して、私なりの楽しかった思い出を
少し紹介します。
　私が幹事長を務めることが決まり、補佐としての活
動を始めた時点で一番苦手としていたことは、人前で
喋ることでした。上がり性で滑舌が悪いという最悪の
条件を兼ね備えていましたので、ここ一番の決めゼ
リフというところで微妙に言葉をかみ、感動的な話を
爆笑に変えてしまうということがよくありました。こ
れに関しては、幹部になる以前から同期の仲間たちに
非常に迷惑をかけており、何とか克服させようという
ミーティングまで行われました。何度か重ねられた
ミーティングの結果
　・一点を見つめない
　・息を吸う
　・かんでも気にしない
等の法則が見いだされ、４回生になる頃には、立て板
に水を流すような滑らかな口調を手に入れることがで
きた、と思うのですが・・・。ともあれ、馬鹿なこと
で時間をとらせたな、という申し訳ない気持ちが今も
少し残っています。
　そんな調子なのにもかかわらず、夏がやって来て、
コンクールの季節が始まりました。その中で、京都大
会において新しく完成したばかりの京都コンサート
ホールで招待演奏ができるという、我々にとってとて
も嬉しい材料がありました。前年度の全国大会金賞受
賞に、京都会館の改装が重なったという幸運を生かす
べく、コンクールメンバーによる２曲と、ほぼ全員で
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演奏した「エル・カミーノ・レアル」、合わせて３曲
20分の演奏を、未熟ながら心底楽しみました。できる
ことなら次の年も、（京都会館になるとはいえ）同じ
経験をしてほしいと思ったのですが、倉敷市民会館で
行われた全国大会への出場を果たしたものの、結果は
銀賞でした。しかし、夏を通してコンクール、夕照コ
ンサートにむけて必死に練習した過程は、自信をもっ
て「良かった」と言えるものであったので、銀賞とい
う結果に対しては、喜ぶことも悔しがることもありま
せんでした。私の中でコンクールというものは、自分
と全体を高めていくための手段のひとつであるという
意識が強かったので、ただ無事にコンクールを終える
ことができたという安堵感だけがあったことを覚えて
います。
　私の幹事長としての１年は、大変な強運に恵まれた
ものであったと言うことができます。同期のメンバー
は、皆賢く思いやりがあり、それぞれバランスよく適
任に就いて、互いに支えあっていました。特別強い個
性を発揮するというタイプの人間が多かったわけでは
ありませんでしたが、その支えに私自身もどれほど助
けられたか計り知れません。他にも私を取り巻く状況
が、思いがけず好ましい方向へと転がっていったとい
うことが、多々ありました。そのお陰で最後まできっ
ちりとした練習をして、技術を伸ばし続けることがで
きたことが、最も良い思い出であり、自信でもありま
す。人それぞれ楽器に対する適性や、周囲の状況に違
いがあることは否めませんが、やはり「吹奏楽」のク
ラブにいる限りは、真剣に楽器と向い合い、他の人で
はなく昨日の自分より上手になりたいと、４年間諦め
ず努力し続けることが、演奏に関する本質ではないで
しょうか。
　最後に、龍大吹奏楽部が永く素晴らしいクラブであ
り続けることができるよう、現役の皆さんが活躍され
ますことを期待します。

北陸高校への依頼演奏の思い出
　第28期　服部　乗祐 

（創部30周年記念誌より）

　龍谷大学吹奏楽部には演奏旅行はなく、下宿生は、
お世話になった方々に演奏をする姿を見せる機会は稀
である。そう思うと貴重な経験と思うが、まさか、あ
んな演奏会となるとは…。
　３回生のある日、当時、幹事長の柴田さんから「お
前の出身校に演奏しに行くぞ」と言われ、経験のない
ことにいろんな気持ちが入り交じった。しかし、日が
経つにつれ選曲、練習となり、本番の日に近づいていっ
た。
　前日、福井へと向かった。会場に近づくにつれ懐か
しい風景が広がっていった。会場の福井市文化セン
ターにてホール練習。数人の懐かしい顔が見え、思い
出が蘇ってきたりもした。練習を終え、宿舎の本願寺
福井別院に移動する。夕食は、忘れもしないカツカレー
であった。勿体ない話だが、味がよくなく残飯が多かっ
た。そして勿体ないということでそのカレーを多く食
べた方が…。翌日本番中に腹痛になるとは…。
　本番当日、会場入りし、先生方の顔を見て、懐かし
いやら照れくさいやら。私は、複雑な気持ちであった。
　本番が始まる前などに何人かの恩師と会い、話をし
た。北陸高校側は、私の存在を知らず私の顔を見て皆
さんびっくりされていた。
　本番の途中に私はOBとして挨拶をした。挨拶のた
めにマイクの前に立つと、もう頭は真っ白であった。
何を喋ったのか記憶は定かではない。普段から緊張は
よくするものの、普段と異なった緊張であった。
　本番が終了し京都へ帰るバスに乗る前にも本番中の
挨拶を見て、顔を見に来てくれた恩師もおり、定演や
コンクールとは違った貴重な演奏会であった。
　有り難うございました。

定期演奏会をふり返って
　第28期　学生指揮　高村　孝史 

（創部30周年記念誌より）

　夜の部のステージが始まろうとしていた…。この時
何を思っていたのか、はっきりとは覚えていないが、
これだけは考えていた。
　「大好きな久石譲の曲を、自分の気持ちのままに思
いっきり振ろう」と。
　ラストの「タスマニア物語」で、今まで一緒にがん
ばってきた仲間の顔を見ながら、この日が学生生活最
後の舞台なんだと思うと涙が止まらなかった。演奏が
終わって、同回生の仲間が声を掛けてくれたときは、
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深い友情を感じることができた。
　久石譲を演奏会で選んだのは、スタッフミーティン
グによってである。私自身、久石譲というと10年ほど
前に知っていた名前で当初からCDなどは聴いていた。
ただ本当に新鮮で感動する曲と出会うことができたの
は大学一回生の時で、その曲が「TANGO. X.T.C」で
あり、「タスマニア物語」である。だから、この二曲
は絶対にプログラムの中に入れたかった。
　引退して振り返ってみると、龍谷大学の吹奏楽部で
過ごした４年間は、24年間の人生の中で、もっとも成
長できた６分の１であったし、良い意味での音楽への
「こだわり」も覚えられた時期だった。
　私は大学時代に、技術的に「うまい」演奏以上に、「い
いなぁ」と感動できる演奏はどんなものであるかにつ
いて、よく悩んでいたように思う。自分なりに出した
答えは、演奏者の気持ちや言いたいことが音を通して
聴き手に伝わる演奏がそれだと思った。自己満足かも
しれないが、第23回の定期演奏会では、皆のがんばり
によってそれが達成できたと思っている。

ひらパーでの思い出
第28期　ドラムメジャー　土居　　純 

（創部30周年記念誌より）

前略　ひらかたパーク樣
　お元気ですか。私があなたに初めてお会いしてから
早６年が過ぎようとしております。その後お変わりは
ございませんでしょうか。小川さんもお元気ですか？　
思い起せば１回生の頃、私を悩ませ続けたのがあなた
でした。サンバステップもろくに踏めず、フリームー
ブで一向に盛り上がれない私にとって、週に一度あな
たにお会いすることは大変辛い事でした。また当時は
１日３回のパレード、プラスとどめのドリル演奏とい
う殺人的スケジュールで、演奏中にこみ上げる昼飯の
カレーの味は今でも忘れることができません。でも考
えてみれば、それほどの演奏活動の場を当然の如く与

えられていたあの頃は、とても幸せな時代だったとい
えるのでしょうね。
　大きな転機は平成７年でした。よもや私がドラムメ
ジャーという役職に就き、これまでと全く違う立場で
あなたとお会いすることになろうとは。加えてその時
に持ち上がったのがあなたのリニューアルの話でした。
私は正直当惑しました。場合によってはお会いするこ
とも、演奏することもできなくなるやも知れなかった
のですから。平日、人気のない園内を巻尺片手に何度
も歩いたこと、今では懐かしい思い出です。結局、パ
レードは２回でドリル演奏もなくなったのですが、楽
になるどころか個人的にはかえって、メンバーのスタ
ミナを考えた選曲、パートリーダーや渉外との意志疎
通等、眠れぬ夜が続きました。私は常にショーを個々
人の自己満足に終わらせず、全体でのアピールに昇華
させられるよう心を砕いたつもりでしたが、決して充
分なものではなかったでしょうし、気分屋な我々の演
奏は何度もあなたに迷惑を掛けたことでしょうね。
　最後になりましたが、後輩達がより良いショーを
創っていくこと、そしてまたお会いできることを祈り
つつ筆を置かせていただきます。ひとえに御自愛なさ
れますよう。
 草々
追伸　ギャビーとベッキーは元気ですか。

初めてのフレッシュマンキャンプに参加して
　第29期　副幹事長　廣瀬　貴生 

（創部30周年記念誌より）

　平成９年の春、吹奏楽部としては初めて、フレッシュ
マンキャンプ（通称フレキャン）に参加した。フレキャ
ンとは、新入生が一泊二日の合宿を通じて、大学生活
のオリエンテーションを受けたり、同級生との親睦を
深めたりするイベントで、私達は新入生を迎えるとい
う立場での参加となった。
　フレキャンは、４日間ほどの日程に渡って、２つの
会場で学部ごとに開催された。私たちも会場の広さに
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あわせてバンドを２つ編成し、それぞれの会場で演奏
することにした。私は十数名で編成されたジャズバン
ドのメンバーとして参加した。
　私達に与えられたのは、30分ほどのステージであっ
た。プログラムには「A列車で行こう」や「シング・
シング・シング」など、新入生達にもなじみのある曲
を取り入れた。演奏だけではなく、新入生の誘導、各
セッティング、司会進行までをメンバーで行い、定期
演奏会などとはまた違った手作りのミニコンサートと
いう感じになった。
　毎日、百名を越える新入生が集まり、メンバーと聴
衆が本当に近い距離で演奏することができたと思う。
合宿状態で連日本番をこなすというまったく初めての
経験は、メンバーにとっても、後の演奏活動に生かす
ことができた貴重な経験だったように思う。
　フレキャン参加の効果があってか、その年は30名を
越える新入生が入部してくれた。正直なところ、それ
までの勧誘活動よりもずっと効果があったのかもしれ
ない。
　現在でも、吹奏楽部はフレキャンに参加していると
いう。私達の演奏を聞いて入部してくれた部員たちが、
今度は新入生を迎える立場となって参加しているとい
うことは初参加のメンバーとして感慨深いものがある。
今後も吹奏楽部の恒例行事として続いていってほしい
ものである。

定期演奏会ドリルステージについて
　第29期　ドラムメジャー　中沼　高行 

（創部30周年記念誌より）

　自分がまさかドラムメジャーになるとは思っていま
せんでした。ミーティングを幾度も重ねて、結果自分
に決まったとき、うれしさと、これからの不安な想い
でいっぱいだったことを覚えています。そして、自分
の手でコンテを描くときがやってきて、本当の不安に
ぶち当たりました。コンテの作り方、練習の進め方、
分からないことだらけで自分一人では何もできなかっ
たのです。そんなとき、吉田周晃さんにアドバイスし
ていただくことになり、それからは今まで悩んでいた
ことが、一つ一つ解決していき、自分のやりたい事が
少しずつ見えてきたと同時に、一つのステージを作る
ことの難しさが分かってきました。「本当に自分でい
いのか」という疑問が出てきて、自信がなくなってき
ました。しかし、そんな自分に、吉田さんは、「充分
個性があるよ」と声をかけてくださいました。その一
言に、なんだか少しほっとして「悩んでも自分をそう
簡単に変えられるわけでもない。今ある自分を大事に
したい」と、そう思うことができ、自分に自信が出て

きたことを覚えています。
　「自分の個性を出したい」そんな思いが最後の定期
演奏会では一番にあったと思います。私のつけたス
テージ名「ステージ　オブ　アーツ」とは、まず自分
の個性を出したいという気持ちと、これからの龍大の
ドリルステージに合う名をつけたいと思ったからです。
　野外ではなく室内の、しかもホールのステージとい
う狭い空間を生かした何かを求めていたから、この名
前を付けたのだと思います。ホールのステージには、
他にはない要素がたくさんあります。それらを使った
マーチングショウを作りたいと思いました。それが“ス
テージ　オブ　アーツ”だと思います。しかしこれは、
このバンドだからこそできることだとも思います。そ
して、自分の個性を出してくれたバンドに感謝してい
ます。
　最後に、自分を見える所から、そして見えない所か
ら支えてくださいました数多くの方々に、この場でお
礼を申し上げます。
　これからさらに進化していくであろう、龍谷大学吹
奏楽部の演奏に期待しています。

1997年をふりかえって
第29期　幹事長　大前　　智 

（創部30周年記念誌より）

　「音楽」「感謝」これは1997年度が始まるにあたって、
第29期の幹部がたてた目標である。
　第29期の学年は入部した当初から規律も守れず、団
体行動のとれない個人主義者の集まりだった。ミー
ティング等ではまじめな話は５分と続かず、横道にそ
れたら最後、誰も本題に戻ってくることは出来ない。
ツッコミは容赦なく先輩をも襲い、叱られることもし
ばしばであったが、それにも懲りず面白ければ何でも
ありと言った風潮のある、先行き不安な面々であった。
こんな扱いづらい回生をこれも時代の流れかと寛大な
心で見守っていて下さった先輩方には、今になってあ
らためて感謝するところである。
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　ともすればクラブ自体を一変させ、崩壊させてしま
う不安が僕らの中になかったわけではない。しかし、
そんな自分たちの特色を活かしたクラブづくりを模索
し、話し合いを繰り返した。その中で、原点に立ち返
り、どんなに年月が流れクラブにいる人間が変わって
も、決して変わることなく持ち続けなければならない
モノを見つめ直し、その上で新しいモノを積み上げて
いかなければならないことに気づいた。「音楽」とは、
龍大吹奏楽部が存在し、そしてあり続ける理由である
と思う。普段簡単に口にしてはいるが、ただなんとな
く練習を繰り返しその場の雰囲気を楽しむのではなく、
一つ一つの音を大事にし、１曲１曲の持つ背景・性質
を理解し、更にそれを表現することによって奏でる音
楽。「感謝」は、普段お世話になっている先生方や先
輩方はもちろんのこと、練習場所や使用している楽
器、その他諸々の、今こうしてここで音楽が出来るこ
とに対する感謝のことだ。この２つのことは当たり前
のようで当たり前でなく、簡単にすれば簡単に出来る
が、追求していけばどこまででも奥行きがあり果てし
ない。こんな禅問答を感じさせるような不思議な言葉
でもある。また、ずっと昔から言われてきた言葉であ
るにもかかわらず、全く色あせることがなく、むしろ
クラブが成熟するに従って輝きを増すかのような新鮮
さすらも感じさせる言葉ではないだろうか。伝統の中
にある「変わらぬ心」そして「新しいもの」の胎動を
表現する（偶然にも、第24回定期演奏会のテーマにも
なった）ことが1997年度の演奏全てにおいて込められ
ていたメッセージであり、「音楽」「感謝」と言う目標
の中に込められている。活動において、どこまで表現
できたかはわからないけれども、部員の心の中そして
聞いていただいた人たちの心の中に、ほんの僅かでも
伝わっていれば、これほど幸せなことはない。（ウソ）

雨の土曜コンサート
　第30期　金管主任　波多野順一 

（創部30周年記念誌より）

　３回生になって自分達が中心となり進めていく行事
が土曜コンサートです。年の始めからスタッフを募集
して、どんなステージにするか、曲はどうするかなど
を話し合いました。しかし、なかなか思うように進ま
ず、結局具体的に決まったのが３月頃でした。テーマ
は「七夕」。７月７日に織姫と彦星が会いに来るので
すが、そこに悪役が登場し、織姫がさらわれてしまい
ます。途方に暮れている彦星でしたが、宇宙船に乗っ
て織姫を探して、いろいろな星をめぐるという企画で
した。その星も普通の星ではつまらないので、たとえ
ば北斗七星にテレビアニメの「北斗の拳」の登場人物

がいたり、「猿の惑星」があったりというものでした。
企画が決まり、いざ練習に取り組み始めたのですが、
４月のフレッシュマンキャンプに参加し、毎年ある合
同演奏会のためメンバーがそろわなかったりで、思う
ように時間がとれませんでした。その上、全国大会に
出場した野球部の応援に行くことになり、６月で何と
か今までの遅れを取り戻そうと思っていたのが、難し
くなってきました。幹部の方に１回生を全員残しても
らうようにして頂き、毎日企画ステージの練習をしま
した。野球部が勝ち続けていたのが結果的には良かっ
たのかもしれませんが、何とか完成することができま
した。
　しかし、土曜コンサート当日は雨でした。やり場の
ない気持ちを抑えることが出来ませんでした。今まで
やってきたことは何だったんだと悔しい気持ちでいっ
ぱいでした。そして、次の年からは土曜コンサートと
いう演奏会がなくなってしまい、最後の土曜コンサー
トは行われることなく終わってしまいました。その思
いが、次の年のサマーコンサートのきっかけのひとつ
となりました。
　今思えば、良かったのかなぁと思いますが、３回生
のときはとてもつらかったのを覚えています。

もりだくさんの30周年
第30期　幹事長　森　　龍洋 

（創部30周年記念誌より）

　30年目の私達の使命、それは30周年をただの節目に
終わらせず、これまで諸先輩方が築きあげてこられた
ものをより一層良いものとし後に伝えていくことと考
え、この１年活動をしてきました。
　その使命のもと年間計画を立てました。その際に「し
んどいぞ」と先輩方から言われましたが、それが新た
な「チャンス」となるのではと思い、自分を信じ仲間
を信じ、たとえ壁があろうとも113名のカで乗り越え、
新大地を目指して突き進もうと努力してきました…と
いうのは建て前であって、先輩から言われたように「し
んどい」そのものであり、「七転八倒」「四苦八苦」「右
往左往」の毎日でした。ここでこの１年の取り組みを
紹介したいと思います。
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　まずはサマーコンサートの開催です。当初、30周年
のイベントとしてフランス·アルザス地方への海外遠
征を計画していましたが、資金面等の周題により実現
不可能となりました。また例年行われていた土曜コン
サートがなくなったこともあって、かねてより計画の
あったサマーコンサートの実現となったのです。
　本来はドリルステージを行い、定期演奏会を２部制
にするところだったのですが、コンテや編曲の問題も
ありこの年は時間的に無理であろうということでオリ
ジナルアレンジステージとポップスステージというプ
ログラムになりました。次回は更に良いものとなるこ
とを期待しつつ…。
　次はOBバンドの結成です。現在の部員の状況を見
ると全員がコンクールの舞台に立つことはできません。
そのためメンバーから外れてしまった部員もコンクー
ルを経験してさらなる技術の向上を目指すために結成
されました。
　何事も初めてのことは大変な苦労が伴うものです。
まず頭を抱えた問題はバンド名でした。「バープル·
ブッダ」「ドラゴンバレイ」「天竺吹奏楽団」などなど
候補をあげましたが、バンドの代表である轡田先輩の
「普通でいいんじゃない」という一言で「龍谷シンフォ
ニックバンド」となりました。
　京都大会は見事突破することができたのですが、連
盟員からの批判もあり関西大会では現役部員をバンド
の半数以下に押さえて出場せざるをえない状況になり
ました。これも次回からは新たな展開がみられるであ
ろうことを期待しています。
　また大学の方では念願の全国大会に出場し、びわこ
ホールで演奏することができました。「今年は覇気が
ない」と先生方から指摘され、夏からは精神面を鍛え
ることもふまえて、学生指揮の南を中心に練習を重ね
ました。「本番良ければ全て良し」と思っていましたが、
憧れのびわこホールでは見事にボロが出てしまい、銀
賞に終わる結果となリました。
　最後に定期演奏会についてです。プログラムの１曲
日は客員講師の建部先生に30周年のための曲を委託し
ましたが、曲が届いたのが本番の11日前で、しかも３
分の１ほどの譜面しかなく、全て揃ったのは４日前で
した。これは幹部を務めたこの１年の中で最も胃の痛
かった出来事でした。
　定演本番では短期間の練習にもかかわらず、建部先
生の指揮のもと素晴らしい演奏ができたのではないか
と思います。
　以上が、今年の主な出来事です。ここでは言い表わ
せないようなことも多々ありましたが、なんとか１年
を終えることができました。
　初めに述べたような理想にどこまで近付けたかは、

今すぐにはわかりませんが、終わってみてあらためて
諸先輩方の築いてこられたものの大きさや情熱を感じ
ずにはいられません。
　この私達の感じ取ったものを、今度は後輩達が次々
と受け継いで、そして限りない発展を期待したいと思
います。



　今や世界にまで進出する龍大吹奏楽部の50周年記念
誌に、牛丼について1ページも使っていいらしい。本当にい
いのかな。

　「過去最高売り上げを目指そう！」秋が深まったあの日の
冷たい空気、日差し、牛丼の湯気、匂い、一気に思い出す。

  積み込み隊、お茶当番に並ぶ二回生に任される牛丼出
店。クラブにも慣れ、でも上回生のように仕事もなく気楽に
楽器だけ吹き、大人のつもりをし、自由いっぱいの二回生。
受け継がれ、伝統ある牛丼屋を任された二回生の私たち
は張り切った。
  滋賀の米作りをしている自宅生宅へ夜な夜な軽自動車で
米を分けてもらいに回り、試食会として下宿生宅であきら
かに収容人数を超えた人数で牛丼を食べ、宣伝用に替え
歌までつくった。朝から晩まで牛丼いかがですかと叫び、玉
ねぎを切り続ける。将来の心配どころか、明日の心配もせ
ず、皆で笑い、笑い、笑い…

  過去最高売り上げだったかどうかはすっかり忘れてし
まったし、ここには書けない秘密のあれやこれやの話がま
た面白いのだけれど、当時のこととみんなの顔を思い出す
と心がワクワクし、ほっこりする。明日もきっといい日になり
そう。
  私の自慢の学生生活が色褪せず、さらに輝きを増すほど
元気に活動してくれている学生たちに感謝します。

  やっぱり記念誌に牛丼を載せることになってよかった。

第33期　企画　末次  昌代（旧姓 奥村）

～龍谷祭
　　牛丼の思い出～

牛丼の作り方
（1999のメモから）
（材料50人分）

【Ａ】
・水 3650cc
・だしの素 50g
・ザラメ 125g
・ミリン 125g
・うすくちしょうゆ 400cc
・こいくちしょうゆ 175cc
・玉ネギ（みじん切り）  2コ分
・じゃがいも 1コ分
・おろしにんにく 大さじ1

【Ｂ】
玉ネギ 13コ

【Ｃ】
酒 200㏄
しょうが 適量
肉 3125g

1．水を沸騰させ　だしの素を入れる。　
（弱火にして）ミリンを入れ、ザラメを

入れ（中火）、うすくち・こいくちしょ
うゆを入れる。

2．玉ネギ→みじん切り（ダシ用）
　じゃがいも→すって（すりおろし器）

だしに入れる
　おろしにんにくを入れる
　1+2→【Ａ】

3．肉に酒としょうが汁をいれてもみ、　
下味をつける　→【Ｃ】

4．玉ネギをすじにそって細めに切る　
→【Ｂ】

5．【Ａ】に【Ｂ】を入れて煮込む

6．沸騰する前に肉を入れ赤くなったら
売り出し準備

　※アクはまめにとりましょう！
　　ぜったい。

7．完成！！ 売りまくろう。
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1999
平成11年度

現在に続くびわ湖ホールでの定期演奏会開催
感謝の気持ちを忘れずに

Pickup News

仲間と過ごした時間

感　謝

第31期　副幹事長　田中　竜八

第31期　学生指揮　平山　正道

　当時の私たちの回生が後輩に残したものといえば、びわ湖
ホールでの定期演奏会開催ではないでしょうか。
　当時のびわ湖ホールはオープン２年目。前年にコンクール全
国大会が開催されていましたが、まだまだプロのオーケストラ
のためのホールという雰囲気で、「大学の吹奏楽部の演奏会で
客席が埋まるの？」といった空気が漂っていましたが、私たち
はひとまずホールを確保出来た事にほっとしていました。しか
し、本当に大変だったのは「びわ湖ホールではドリルが出来な
い」という問題であり、その後何度もミーティングを重ねた結
果、「ドリルはサマコン」「定演は座奏」という現在の形が出来
上がったのです。
　紆余曲折あり演奏会当日を迎え、あの時「全乗り」でカルミナ・

ブラーナを演奏できたことは、若林先生始めご指導頂いた先生
方、叱咤激励して頂いた諸先輩方、最後まで型にはまる事のな
い幹事長を見放さなかった後輩達。私が白浜荘の壁を蹴破った
こともあったけど、非常に濃い時間を共有した同回生がいてく
れたお陰と、今でも感謝の気持ちで一杯です。
～最後に後輩たちへ～
　クラブ運営や楽器のことで躓いたり、悩んだりしたときは周
りを見回して下さい。そこには同じ目的で集まった仲間が大勢
いるはずです。仲間を信じて自分を信じて、全力で取組めば、
メッセージは音楽に乗って必ず伝わります。これからも龍大吹
奏楽部を応援する全国の人たちに、素晴らしい音楽を届け続け
て下さい。

　31期生の１先輩として、現役の皆様や、将来入部される後輩
の皆様にお願いがあります。それは、感謝の気持ちを忘れない
でいただきたいという事です。
　我々が現役の頃は、深草学舎の紫朋館に拠点を置いて活動し
ており、合奏場も大変狭く、当時で部員数は100名程おりまし
たので、集合も一苦労。土日に深草学舎内で学校行事がある場
合は、遠く離れた鴨川の河川敷に行って練習を行った事もあり
ました。
　我々が現役の頃と比べると現在の練習環境は非常に恵まれて
います。大規模の合奏場とパート別の部屋があるのは大変すば
らしい環境です。現役の方々や今後入部される後輩達は青朋館

しか知らない為、この環境があたりまえと思うかもしれません。
しかし、そのような恵まれた環境で活動できるのは、歴代先輩
方の努力のお陰であることを忘れないでほしいです。
　また、長年音楽監督を務めておられます若林義人先生のご指
導への感謝も忘れてはいけません。今のような演奏レベルに
なったのも、若林義人先生が長年に渡って地道にご指導して頂
いたおかげです。さらに、若林先生が他の団体のご指導と多忙
を極めるスケジュールの中でご指導して頂いていることに対し
て、感謝を忘れずに日々の練習に励んでいただければと思う次
第です。
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2000
平成12年度

全国金賞まであと一歩
変貌を遂げた年

Pickup News

結果を出せなかった過渡期

龍谷大学吹奏楽部での宝物

第32期　幹事長　杉本　裕司

第32期　学生指揮　末次　　崇

　ちょうど私が現役２回生の時に創部30周年を迎え、先輩方が
記念誌発行に尽力されていたことを覚えています。今回寄稿依
頼をいただき、あれから15年も経ったのかと改めて時の流れの
早さを感じ、当時の色々な思い出が蘇ってきました。
　さて、振り返れば私たちの現役時代は昼夜２回公演の定演、
サマーコンサート開催、ステージドリルをサマーコンサートへ
移行、定演をシンフォニックオンリーの演奏会に、そして私た
ちが卒部した年に後輩が北海道への演奏旅行を企画と変貌を遂
げていった、正に過渡期だったと思います。
　しかし当時はコンクール全国大会の常連校に入ってきたもの
の、金賞にはあと一歩届かない膠着した状況が続いていました。

特に私が４回生の2000年のコンクールでは初の全国大会３年連
続出場がかかっており、それまで２年連続で銀賞だったため今
回こそ金賞という気持ちが強かったのですが、結果として３年
連続出場は果たしたものの、東京文化会館での本番は銀賞とい
う大変悔しい思いをしました。
　今や龍大吹奏楽部は全国でも屈指の大学生バンドに成長して
おりますが、是非現役の皆さんにおいては現状に甘んじずトラ
イアンドエラーを繰り返して更に進化していただきたいと思い
ます。
　龍大吹奏楽部の今後一層のご発展を心よりお祈りしておりま
す。

　僕は今『PALS』に居る。ご存知の方もいらっしゃると思うが、
龍大のサマコン・定演・コンクールなど、吹奏楽のライブ演奏
をビデオ撮影している会社だ。幸運なことに、卒部しても龍大
吹奏楽部が大活躍している様を一番近くで応援でき、まるで自
分のことのように喜び楽しんでいる。
　卒部して十余年が経ち、僕が一番感じること。「志があれば、
周りの人の心を動かすことができる。」
　龍谷大学吹奏楽部で学生指揮という役職を経験したのだが、
決して順風満帆ではなく、様々な問題に悩み、深夜まで仲間と
話し合った思い出がある。
　本当にこの時期はよく考えた。何回もミーティングを重ねた。
しかし、ひとたび練習が終われば一緒に悩みに悩んだ時間を共

有した仲間たちとボウリング、連日のラーメン、下宿先での意
味の無い集まりで、思いっきり笑い、悩み疲れた頭を元気にさ
せた。いい演奏がしたい、その思いを追い続け、最後にはみん
なで笑って卒部できた、このことが僕の心にはあたたかい思い
出として今も残っている。
　その思いが胸にあるから、今でも吹奏楽が大好きで、僕は今
の仕事を満喫している。社会の壁にぶつかることはある。しか
し、僕は龍大吹奏楽部での思い出が、『きっと乗り越えられる』
という自信のひとつになっている。
　これからも新たなすばらしい歴史を作っていく龍谷大学吹奏
楽部を誰よりも応援しています。
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平成13年度

初めての３年連続出場
10泊11日の北海道演奏旅行へ

Pickup News

印象に残っている思い出

継続は力なり

第33期　幹事長　水野　哲八

第33期　学生指揮　尾崎　雅規

　私が幹事長を務めた2001年は、龍谷大学が初めて全日本吹奏
楽コンクールにて３出を達成し、規定によりコンクール不出場
になった初めての年。コンクールに出場しないがため、コンクー
ル出場の年と変わらないくらい音楽的にも技術的にも活動を充
実させることが至上命題でした。
【北海道への演奏旅行】
　３出が決定した2000年８月に回生ミーティングで北海道演奏
旅行開催を決めました。
　演奏旅行の開催にあたって、ちょうど１年前から動きだしま
した。実行委員会の設置、ホールの予約、若林監督の日程調整
など。メインとなる演奏会が決まれば、そこから肉付け作業。
依頼演奏をするための渉外活動を展開。

　一方で、満を持して開催したメインの旭川市民文化会館、札幌
コンサートホールKitaraでの自主公演で客席はがらがらの状態。
周囲へ沢山の迷惑をかけて、多くのお金も使ったのに、結果は
惨憺たるものでした。ではこの事業は失敗かというと、そうで
はありません。この北海道演奏旅行は龍谷大学吹奏楽部が今後
も演奏旅行を継続していく初めの大きな一歩となったからです。
　この１年間は「やればできる」、「なんとかなる」、こんなこ
とばかり考えてやってきた気がします。自分一人では何もでき
ない、皆がいて、皆とともにやるからこそ多くのことができた
のだと、心の底から思います。大学４年間吹奏楽部に所属し、
最高の仲間と環境に恵まれたこと、本当に感謝しております。
ありがとうございました。

　龍谷大学として初めての全日本吹奏楽コンクール３年連続出
場の翌年。これが私の４回生の１年間でした。
　特に記憶に残っているのはREC親子コンサートです。吹奏楽
部としても大学としても初めての試みであると同時に、親子で
楽しんでいただく内容にしていかなければならないということ
で、これまで以上に頭を悩ませたことを覚えています。
　それから12年。私は現在、小学校の教員になり、児童約70名
を抱える吹奏楽部の顧問もしています。昨年度には、REC親子
コンサートが前身の「龍谷大学ジュニアキャンパス吹奏楽キッ
ズコンサート」に我が小学校をゲストバンドとして招待してく
ださいました。

　今の学生達が、お客さんを楽しませようと真剣に取り組んで
いる姿に感激しました。
　また、私達が初めて企画に携わったこのコンサートに、10数
年の月日を経て、吹奏楽部の顧問として小学生と一緒に参加で
きたことで感慨深い思いでいっぱいになりました。
　私の大学生活は吹奏楽一色の４年間（今もそうですが）でし
たが、このクラブで頑張れたからこそ今の自分があり、こうやっ
て現役の学生と一緒に演奏ができたと思っています。
　「継続は力なり」
　今の頑張りが未来を創っていきます。一人の卒業生として今
後の活躍を応援しています。
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平成14年度

初めての三出明け
苦悩ののちの金賞

Pickup News

初めての３出明けのコンクールを迎えて

変遷を経験して

第34期　副幹事長　髙月　大和

第34期　学生指揮　齋藤　恵子

　４回生の頃を振り返って、一番心に残っていることは、やは
り、全国大会で金賞を受賞できたことです。
　１年間の活動をどうしていくかなど細かいことも話し合い、
決まりつつあったそんな中、コンクールで龍シンに全員は出ら
れないという問題が生じました。このままでは夏の時期にコ
ンクールメンバー以外の取り組むことがなくなってしまうため、
合宿の最終日に借りているホールで演奏会を開催することにし
ました。演奏会開催に向けて皆で必死に準備したことを思い出
します。
　そうして様々な問題を乗り越えたわけですが、全国大会へ行
くという最大の課題が残っていました。そのプレッシャーから、

自由曲の選曲も慎重になり、なかなか決まりませんでした。そ
んな時、若林先生から「酒井先生に書いてもらうのはどうか」
という提案をいただき、作曲をお願いすることにしました。
　当時の私たちは、全国大会へ進むことばかり考えていたため、
金賞を取ろうとまでは考えてなかったと思います。なぜ、金賞
を取れたのかは、今でもわかりません。ただ、「いい音楽をし
よう」と毎日のように言い続けていたのが、肩の力も抜けて、
よかったのかもしれません。
　私たちの回生は人数も少なく、しっかりとしていなかった幹
部だったと思いますが、後輩や同回生がついてきてくれたこと
に感謝し、４年間のクラブ活動を今でも誇りに思っています。

　私達34期生は他の学年に比べて人数も少なく、最上回生にな
ることに多少の不安を抱えながら活動しておりました。そんな
中、今や甲子園の入場行進まで手掛けておられる酒井格先生が
数々の曲を書いて下さったことは、本当にありがたい出来事と
なりました。
　最たる思い出は、やはりコンクールでの「三角の山」。あの
雄大で煌めいた響きは、毎日の合奏が楽しみになるほど素敵な
ものでした。全国大会でその感謝と喜びの気持ちを全力で表現
した結果、念願の金賞を頂くことができました。
　この他にも、私達は様々な変遷を経験した学年となりました。
日頃の活動に並行して、瀬田学舎への移転の話が持ち上がった

のもこの頃でした。私達の学年で見送ってしまいましたが、結
果的には移転して格段に環境が良くなり、躍進を続けられるこ
ととなりました。現役の皆さんにおかれましては、変遷を恐れ
ることなく進んで欲しいと切に願っております。
　そんな頼りない私達が迷いながらも何とかやってこられたの
は、やはり先生方、先輩方、後輩達、ご家族の皆様のお陰です。
輝かしい45年間の歴史の中に私達がほんの少しでも携われたこ
とを、この場をお借りして感謝致します。
　最後に、これからも益々のご盛栄と、素晴らしい音楽を奏で
続けて下さることを心より願っております。
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平成15年度

難易度の高い課題曲
コンクールを終えて見えた課題

Pickup News

2003年の課題

45周年おめでとう

第35期　幹事長　宇代　勝彦

第35期　学生指揮　上坂　健鐘

　私が４回生の2003年は、まだ知名度も低い時代でした。そん
な中、前年度に全国大会金賞を受賞したこともあり、プレッ
シャーを感じていました。また、この年から大学・一般のみ選
択可能となった課題曲Ⅴを演奏することを決めましたが、かな
りの難曲により崩壊寸前の状態で京都大会（招待演奏）を迎え
ました。京都大会後、課題曲変更案も出る中、若林先生から連
絡があり「このままでは関西大会で負けるかも知れない。しか
し関西を突破することが出来たら全国大会金賞が取れる」とい
う言葉を聞き、「それでも構いませんので、宜しくお願いします」
と即答した事を覚えています。関西大会に向けての練習は、と
にかく基礎練習の繰り返しが続く厳しいものとなりました。陰

で泣きながら練習している部員もいましたが、そんな努力の末
挑んだ全国大会では念願の金賞を受賞することが出来ました。
　しかし、その中で課題が見えたコンクールでもありました。
当時、メンバーの演奏技術は全国トップレベルだったと思いま
すが、合奏中は譜面に集中するあまり、先生の細かい指示を見
逃している事が多かったからです。
　この10年前の課題が参考になるかは分かりませんが、当たり
前のことを当たり前にするというのは本当に難しいことであり、
４年間という短い大学生活に悔いを残さないよう、頑張って欲
しいと思います。

　35期生で、フルートと学生指揮を務めさせていただきました
上坂健鐘と申します。
　４年間の部活生活は非常に楽しく、二度と味わうことの出来
ない貴重な経験でした。２回生の時は全国大会３年連続出場で
コンクールがお休みだったので北海道へ演奏旅行に行かせて頂
きました。４年間で東京、北海道、大阪、宇都宮と色々な地域、
ホールで演奏できたことは貴重な経験として今でも思い出され
ます。
　４回生の時は色々な先生方に助けて頂いたのを覚えています。

７月のサマーコンサートでは指揮を振るにあたって色々な先生
方にご指導頂きましたし、コンクールでは作曲家の酒井先生に
曲を書いて頂きました。
　今は楽器業界に就職していますが、４年間でお世話になった
先生方には今の仕事でも大変お世話になっています。現役の
方々は二度と味わうことの出来ない今を大切にし、１つ１つの
練習や本番に臨んで欲しいのと、ここで出会った人たちとの繋
がりを大切にして頂きたいと思います。
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2004
平成16年度

瀬田学舎へ練習場移転前の最後の年
初めての全国大会三年連続金賞受賞の達成

Pickup News

クラブを振り返ってのアレコレ

龍大史上初の全国３金

第36期　幹事長　御牧　昌弘

第36期　学生指揮　磯貝　　聡

　僕がクラブをしていた４年間を想い出してみると、吹奏楽部
の活動が移り変わっていく、ちょうど過渡期であったなと感じ
ています。「全国大会３年連続金賞達成」というバンドとして
の節目でもあり、練習基盤が瀬田に移る前の最後の世代でもあ
りました。移動後の部員達にどういう影響があるか未知数でし
たし、クラブ運営自体がそのことによって縮小しては本末転倒
だろう、などと同じ話を繰り返ししていたように思います。「瀬
田に移ったら移ったで、何とかなりますよ」と後押ししてくれ
た当時の後輩達、本当にありがとう。
「後輩の皆さんへ」
　僕が幹部として運営する側になった時、「怖い」と感じたのは、
とてつもなく大きい吹奏楽部の「伝統」だったように思います。

　しかし、伝統を理由に萎縮してはいけません。若林先生をは
じめコーチ陣の方々は、いつも学生に自主性と向上心が足りな
いことを心配されていました。未熟な僕たちに、先生はそれで
も大学吹奏楽というのは学生主体なのだからと、運営には一切
口出しはされませんでした。幹部は先生と部員のパイプ役。先
生の意志を伝え、学生自身の意識向上に努めなければなりませ
ん。大所帯になるほど意志の疎通は難しくなりますが、皆が団
結する以外、問題を乗り越える手段はないのです。部活の中で
経験した嬉しいことも悔しいことも、その後の人生には必ず糧
となり自分を支えてくれます。それを信じてこれからも頑張っ
て下さい。良いクラブ生活を！

　「龍大史上初の全国３年連続金賞がかかった年」、私自身もの
すごくプレッシャーがあったように覚えています。演奏する自
由曲『七五三』は酒井 格先生に作曲を依頼して作っていただ
きました。
　全国大会本番の日、結果発表の舞台裏で若林先生の「今年は
だめかもしれない。」という一言で幹事長・御牧、副幹事長・
前田とともに発表の前に凍りついていました。
「龍谷大学…ゴールド金賞！」
　状況が呑み込めないでいると、御牧が賞状を高々と掲げ、そ
の先には部員たちが感極まって泣いていました。本当に若林先

生をはじめ、たくさんの先生方のご指導、部員全員の熱意と協
力があってこの金賞を受賞することができたと思っています。
　現在、私は教師という職業につき吹奏楽部で学んだこと経験
したことが、ものすごく生きていると実感しています。後輩の
皆さんも忙しいように感じるなかでも、まだまだやれることは
たくさんあると思います。悔いの残らないように今ある状況を
最大限に生かし、自分たちのやりたいことをやりきってほしい
と思います。すべては自分たちの財産となるわけですから…。
これからもますます吹奏楽部が発展していくことを心よりお祈
り申し上げます。
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2005
平成17年度

波瀾万丈の１年
厳しい状況から得た団結力

Pickup News

現役時代を振り返って

悪夢の15分間

第37期　幹事長　本多　哲也

第37期　学生指揮　松本　昇一

　私が４回生の当時、部員は150名を超えており、何かあると
すぐ色んなところからの不満が噴出していた様に感じていまし
た。特に、過去に経験のない事に取り組む時が、一番不満の噴
出するタイミングでした。瀬田学舎の青朋館への引越しに始
まり、九州への演奏旅行、参考演奏CDの為のレコーディング、
西本願寺で初めて演奏させて頂いたこともありましたし、定期
演奏会に指定席制を導入したのも初めてのことだったと記憶し
ています。
　龍谷大学吹奏楽部は学生の集団である以上、毎年部員の入れ

替わりがあり、毎年新しい部となります。状況や環境の変化も
あります。そんな中では現役の皆さんはお互いに不満がでる事
とおもいます。どうせなら思い切りぶつかり合って、演奏に熱
のある、熱い部を作って貰いたいと思います。頑張ってください。
　御指導下さいます先生方、御支援下さいます学校関係者、部
員の保護者の皆様、そして何より龍谷大学吹奏楽部のファンの
方々の応援があって初めての45周年ではないかと考えておりま
す。今後の龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部の益々の発展を
願っております。

　関西大会にて、特別演奏の本番中――
　バサッと派手な音をたてて指揮譜面台から落ちる分厚いスコ
ア。明らかに心穏やかではない表情をされている若林先生。
　「何がどうして一体こんなことに……」この時、私の心境は
恐怖と困惑に包まれていました。
　４回生の夏。コンクールには出場しませんが、関西大会で特
別演奏ができるという機会を頂きました。演奏曲目は、「スター
ウォーズ」の組曲。
　ところが、本番ではまさかの出だしから大コケ。その衝撃か
ら抜けだすことが出来ずに酷い演奏を繰り広げてそのまま終了。
　すぐにメンバーを解散させて幹部４人は若林先生の元へ。４

人揃って謝り倒し、紆余曲折はあったものの、最後には「これ
からも頑張ろう」と先生から暖かいお言葉を頂きました。
　コンクール、という明確な目標が無かった一年でしたが、あ
の関西大会における演奏が転機となり、部員の意識は大きく変
わりました。言葉にはしなかったものの〝あの瞬間、あの失敗
を忘れてはいけない〟という意識が根付いたおかげで、演奏旅
行、レコーディング、定期演奏会、とその後に続いた大きな本
番を乗り越えることができたと思います。
　これからも龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部が、成功と失
敗を糧に益々発展されることを祈念し、駄文ではありますが私
の思い出と教訓をここに記します。
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2006
平成18年度

全国大会金賞のプレッシャー
仲間の支えに助けられ

Pickup News

夏の思い出

ひとりで悩まないで

第38期　幹事長　本多　淳應

第38期　学生指揮　高橋　　良

　「実際に見に行ってくれば？」それは、若林先生の何気ない
一言だった。
　コンクールの自由曲は、酒井格先生に作曲して頂いた、「波
の通り道」。酒井先生が高知県の足摺岬にある、波の通り道と
呼ばれる風景を御覧になり、作曲された曲だった。
　冗談かと思っていたが、私の回生は本気で波の通り道を見に
行くつもりだった。
　当日、バスで出発。京都から高知までの長い道のり、あらか
じめ用意していたビデオを見ることにした。見たのはディズ
ニーの「リトルマーメイド」…海とつながるということで選ば
れたらしい。見終わると、なぜか拍手が起こった。
　あくる日、皆で足摺岬を見に行った。太平洋から吹く風が心

地よかった。
　波の通り道に着いた。みんなでイメージを固めるために、曲
を皆で合奏（合唱）しようという話になり、その場で皆で歌っ
た。周りから見れば、怪しい集団に見えただろう。
　練習の日々に戻った。音色が劇的に変わるなんてことは無
かったが、一体感は増したような気がした。皆でイメージを共
有出来たのが良かったのかは分からないが、私たちは全国大会
で金賞を受賞することができた。
　学生のうちは、何事もがむしゃらに挑んで下さい。たとえそ
れが意味の無いことだとしても、卒部したあとに思い出として
皆で笑い合うことができます。だから、現役のうちにやりたい
こと、面白そうなことは、積極的に取り組んでやってみて下さい。

　学生指揮としての事を振り返ると、昔から自分から何かを行
動を起こすとかが苦手な自分にとって、学生指揮として前に
立っているということがプレッシャーとなっていたことを思い
出す。このプレッシャーに拍車をかけていたのが、３年連続金
賞後初のコンクールを控えていたことだ。
　私はトランペットパートだったのだが、コンクール練習では
トランペットは幾度となくダメだしをされた。　関西大会は何
とか乗り越え、全国への切符を手にした。しかし不安はさらに
大きくなっていく。
　ある日、木管主任の権さんに自分が悩んでいることを相談し
た。コンクールのプレッシャーや、どういう事をしたらいいの
かわからないことなど、不安に思っていたことはすべて話した。

その瞬間からすべてが変わって見えた。
　その後はそれでも不安は確かにあったが、無事にコンクール
当日を迎えることが出来た。当日も無事に演奏を終え、結果発
表で金賞の言葉を聞いた時は涙が止まらなかった。
　一人で悩みを抱えていても何も問題解決はできない。周りの
人たちの支えがある事に気づけた時、私の悩んでいたことも消
え、道が開けた。
　クラブの悩みは一人で悩んで抱え込まずに、すぐに周りに相
談してください。
　吹奏楽部が今後益々ご発展・ご躍進をとげられますよう心よ
りお祈り申し上げます。
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2007
平成19年度

若林先生の音楽監督就任
変化と挑戦の一年

Pickup News

青春の４年間

2007年の思い出

第39期　幹事長　千賀　雄介

第39期　学生指揮　山田　慎吾

　私が幹事長を務めさせていただいた2007年は、吹奏楽部に
とってまさに【変革期】とも言える激動の１年でした。
　一番に若林先生が専任監督に就任されたことで、手厚いご指
導に恵まれたこと。他に、ウィンズスコア社のレコーディング
活動や『日本バンドクリニック』にモデルバンドとして出演さ
せていただいたこと等・・・・
　今や、龍谷大学の強化サークルとして全国各地から注目を浴
びる存在となった吹奏楽部ともあって現役生の皆さんは、授業・
サークルと、目まぐるしく忙しい毎日をお過ごしだと思います。
こうして本文を執筆するにあたって、自身の経験から皆さんに
お伝えすることがあるとすれば「忙しさの中でも決して目先の

ことだけに囚われず、長いスパンでの目標を持って取り組んで
欲しい」という思いです。下回生時からは、なかなか想像しに
くいかとは思いますが、卒部する時に自分は何を成し得たいの
か？終着点をイメージし、それまでの過程１つ１つを振り返る
ことを忘れず、充実した青春時代を過ごしてください。
　たった150人と小さなコミュニティでしたが、吹奏楽部の集
団生活で学んだ意識や、仲間と共有した時間は今でも私の宝物
となっています。
　これらの財産を与えてくれた、関係者のすべての方に感謝申
し上げるとともに皆様の今後益々のご活躍とご発展を心よりお
祈り申し上げます。

【若林先生が専任監督になられた事】
　若林先生が専任監督に就任される少し前。先生に警視庁音楽
隊隊長就任のお話がきていました。しかし先生は、そのお話を
断り吹奏楽部の専任監督に就任してくださいました。今でも若
林先生、学校関係者の方々には言葉では言い尽くせないほどの
感謝の気持ちでいっぱいです。
【最後のコンクール】
　若林先生が専任監督に就任されて初めてのコンクール。更に
４回連続全国大会金賞がかかった年。重要な大会でしたが、結
果は全国大会銀賞でした。レセプションで若林先生が仰った「全
ての責任は音楽監督である僕にある」というお言葉。これは今

でも重く胸に響いています。 先生がいかに大きなものを背負っ
て専任監督に就任されたかが痛いほど伝わり苦しかったです。
【学生指揮としての悩み】
　ずっと悩まされたのは「選曲」「指揮」に関してでした。当
時はもっと曲を知っておけば良かったと悔やんだものです。指
揮に関しては、奏者がある程度楽譜を吹けるようになってくる
と、どうしても指揮者次第になってしまうことは感じていまし
た。楽器経験は中学から10年間。指揮は３回生からの１～２年
間。奏者との差を埋めるために必死だった記憶があります。
　数え切れない程の大学生活の思い出と、その思い出を語らい
ながら笑い合える仲間が、今では最高の宝物となっています。
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2008
平成20年度

初めてのCD製作
決死の覚悟

Pickup News

学生主体とは

決死の立候補

第40期　幹事長　栗田　雅文

第40期　学生指揮　酒見 美紗子

　学生時代を振り返ると、言葉では言い表すことの出来ない複
雑な気持ちにかられる。
　それだけ４年間にさまざまな経験が凝縮されていたのだと改
めて感じる。
　幹事長として常に考えていたことは「学生主体とは何か？」
ということであった。
　やりたいこと、すべきことを自分たちで考え、行動し、結果
を出す。これは非常にシンプルであるが、やはり経験者（社会人）
のスピードと考え方には及ばず、先生や社会人主導でものごと
が進む。相手に考えをうまく伝えることもできなければ、その
考え自体がまず幼い。
　そこに矛盾と葛藤が生まれるが、諦めず挑戦し、また同じ経
験をする。当時はこの繰り返しに虚無感を感じることもあった
が、今振り返るとこの矛盾と葛藤の瞬間が成長する最も大きな

チャンスであり、「学生主体」の一つの姿でもあると思う。
　だから何度折れても諦めず、挑戦することを止めてはいけな
いのであり、その中にいつか大きなチャンスが生まれるのだろ
う。
　入部の理由も部活に対する価値観も違う個々が集まれば、意
見が分かれることは当たり前のことであり、むしろ反対意見が
ないと視野が狭くなる。
　しかし、組織として動くときに全員が「目的」を共通認識と
して持つことは必須であり、その中で多くの意見の「中庸」を
とるという大切さも学んだ。
　大学の部活は、私にとって決して爽やかで綺麗なものではな
かったが、泥臭い人間関係や素晴らしい方々との出会いは一生
の宝である。

　大学で部活をしていた４年弱は、人生の中でもっとも忙しく、
毎日が充実していて、かつ、しんどかった記憶として、自分の
中に強烈に残っている。
　今だから言えることだが、私は学指揮になんてなりたくな
かった。何ヶ月も悩み、最終的には、幹事長に決まっていた栗
田に、「ここまで来たらもう、やるかやらんかやろ。腹くくる
時ちゃう？」と言われ、半ばやけくそで立候補に至ったが、意
地でも「やりたい」という単語は口にしなかったことは覚えて
いる。
　なってしまった後はもう、やるからにはどの本番も良いもの
にしなければ、みんなの期待に応えなければと、責任感のみで
動いていた。

　そんな精神状態の中、なんとか「最後までやめないでやり切
る」「自分が４回生のときのコンクールでは全国で金賞をとる」
という目標を達成でき、数々の本番を乗り越えられたのは、ご
指導くださった先生方と、支えてくれた部員のおかげに他なら
ない。指揮台の上は孤独だった。でも、下で私をじっと見つめ
ながら、言うことを聞いてくれて、「はい！」と大きな声で返
事をしてくれる部員のみんなに、どれほど勇気づけられたか。
「ついていくよ」とうったえかけてくれていたみんなの力強い
目を、私は今もはっきり覚えている。
　つらかった経験は、時間がたってもやはりつらい思い出とし
てしか残っていないが、それでもその間に学んだことや、与えて
もらったものの存在は大きく、自分の大切な財産となっている。
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2009
平成21年度

３出による北陸演奏旅行の開催
インフルエンザの影響による波乱万丈の一年

Pickup News

波乱、そして感動の１年

同じ志を持つ仲間がいる幸せ

第41期　幹事長　長田　悠佑

第41期　学生指揮　林　　祥貴

　４回生の事を思い出し一言で表すとすると「波乱、そして感
動の１年」となるでしょう。
　最後の定期演奏会。私はどうしてもしたい事がありました。
それは、部員全員での演奏でした。当時、副幹事長だった後藤
と怒られるのを覚悟で若林先生に部員全員での演奏を提案しに
行った時の事は鮮明に覚えています。部員全員での演奏をビク
ビクしながら、提案すると、若林先生から「いいんじゃない。
やってみたら。」という予想外のお言葉。それだけでなく、「林
にドッキリで指揮振らせようよ。今まで頑張ってきたんだし」
と当時、学生指揮で１年間苦労し続けてきた林へのドッキリの
提案が返ってきました。その言葉を聞いて、後藤と私は目頭が

熱くなりました。
　そして、定期演奏会当日、ドッキリは大成功し、４年間の事
を思い出し号泣しながら『星条旗よ永遠なれ』を最後の最後ま
で吹き切りました。何年経ってもあの曲を聴くと当時の事を思
いだし、胸が熱くなります。
　私が現役生に伝えたい事は３つあります。１つ目は、最後の
最後までやり遂げて欲しいという事。２つ目は、大きな夢を持
ちいろんな事にも挑戦して欲しいという事です。３つ目は、友
達、先生との時間を大切にして欲しいという事です。今、ずっ
と一緒にいるみんなとの時間も、卒部するとほとんどなくなっ
てしまいます。１日１日大切に過ごして欲しいです。

　私の学生指揮者としての最後の舞台は、サマーコンサートで
した。私にとっては、ほろ苦い思い出です。４回生の年は、５
月から６月にかけては龍谷大学の370周年事業で毎週のように
全国各地を回っていました。十分な練習時間が取れないなかで、
サマーコンサートを満足いくレベルで成功させることができる
のかという不安と心配で眠れない日々が約２カ月続きました。
　そうした状況を救ってくれたのが、若林先生をはじめ、41期
のメンバーと下回生の皆でした。皆の協力に支えられ、なんと
かサマーコンサートを迎えることができました。しかし、例年
１部のステージは学生指揮者が全て指揮を振っていましたが、
どうしても練習不足の面があり、若林先生に２曲振っていただ
くことになりました。

　とても悔しかったですし、協力してくれた部員の皆に申し訳
ない気持ちでいっぱいでした。しかし、同時に多くの仲間がい
て、支えてもらっていることを知りました。この時の経験は今
の私の財産です。
　現役の皆さんにはひとつひとつの経験を大切にし、困難から
逃げず真正面からぶつかってほしいと思います。１人でできな
くても、皆でやれば必ず達成できる。私はこういう経験を社会
に出る前に経験できたことをとても感謝しています。これから
も龍大吹奏楽部の理念である「音楽」「感謝」を１番に、切磋
琢磨し発展し続ける龍谷大学吹奏楽部であることを願っていま
す。
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サマーコンサート３部制へ
そして前年の北陸演奏旅行のリベンジ

Pickup News

暑いそして熱い夏 ！

サマコン３部制復活へ

第42期　幹事長　青野　弘之

第42期　学生指揮　山本　直樹

　４回生となった私たちは部員全員が夏を有意義に過ごす為に
は何が必要か。という議題について議論し合っていた。様々な
意見が飛び交う中、我らが特攻隊長学生指揮山本から「じゃあ
演奏旅行に行こう‼」と一言。私には一つ心に引っかかりがあっ
た。それは前年に行われた北陸３県への演奏旅行。苦肉にもイ
ンフルエンザが流行り、石川県の全日程を中止した。そのリベ
ンジがしたかった。
　準備段階で壁という壁が何重にもなって立ちはだかった。し
かし無茶・無謀となると、俄然、力を発揮するのが我が回生、
部員一人ひとりが熱く、妥協せず、時には刺激し合い一つのも
のを作り上げる。
　私は龍谷大学吹奏楽部における「音楽」・「感謝」をこれほど

までに感じたことはない。常に音楽を追及すること。曖昧な言
葉である。そして壁にぶつかる。その中で、若林先生をはじめ
とする講師の方々の厚い熱いご指導、学校関係者の方々の飽く
なき挑戦へのご支援、ご家族の方々の部員一人ひとりの活動を
支えて頂ける愛、OBの先輩方の惜しみない協力、こんな私に
ついてきてくれた回生・後輩の部員達、我々の演奏を聴いて頂
ける皆様の拍手と歓声、思い出す度に感謝の気持ちが尽きる事
はない。そして当時その恩返しをする事は、さらに音楽を追及
する事だと思った。
　暑いそして熱い夏、過ごしている時は正直、きつかったー‼
と思ったが、めげず挑戦しきった事は振り返れば、私にとって
かけがえのない最高の思い出である。

　私が学生指揮として４回生になった頃には部員も160名を越
えており、ノリ番争いは年々激化していた。パートリーダーか
ら「なんとか下回生にも出番を増やしてあげたい」といった要
望もあり、私はかつて行っていたというクラシックステージを
追加したサマコン３部制の復活を提案したのだった。
　４回生全員で話し合い、「先輩方が築いてきた伝統を受け継
ぎつつ、今もう一回り大きく成長するチャンス、大変だけど挑
戦しよう！」という気持ちで一致団結し、三部制の復活へと動
き始めた。
　こうして意気揚々と挑んだサマコン練習だったが、「本番ま
でにプログラムが全て仕上がらないかもしれない」私自身も非
常に焦っていた記憶が今でも蘇る。しかし、若林先生をはじめ

とする先生方の手厚いご指導とメンバー一人ひとりの計り知れ
ない努力により、私たちはその壁を乗り越え、サマコン本番へ
と臨んだ。
　そうして３部制のサマコンは満員のお客様から割れんばかり
の拍手を頂くことができ、幕が下りていく中、私はこれまでに
ない大きな達成感を感じることができたのだった。
　私はこうした挑戦の日々を通して、チャレンジすることの大
切さ、みんなで力を合わせれば何でも乗り越えられるというこ
とを学んだ。現役生の皆さんには辛いこともたくさんあると思
いますが、仲間を信じ、指導くださる先生方に感謝し、日々挑
戦し続けてほしいと切に願います。
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平成23年度

東日本大震災チャリティーコンサートの開催
駒澤大学との夢の共演

Pickup News

東日本大震災・チャリティーコンサート

演奏者よりも学生指揮として活動した４年目

第43期　幹事長　草竹　智也

第43期　学生指揮　西岡　創平

　駒澤大学吹奏楽部が国民文化祭に参加するため京都にやって
くるという話を聞いたのは９月の演奏旅行の下見に行っている
車中のこと。
　実際に開催されたジョイントコンサートでの駒澤大学吹奏楽
部の演奏は私達にとって大変刺激的でした。上埜先生の指揮を
実際に体験し見ることができましたし、総勢200名で『アフリ
カンシンフォニー』や『星条旗よ永遠に』を演奏することもで
きました。
　３月に東日本大震災が発生し、日本が少し暗くなっていた中、
お客様も部員たちも楽しめる演奏を、しかも関東を代表する駒
澤大学吹奏楽部とすることができて良かったと思っています。
こんなコンサートを開くことができたのも初めから最後まで協

力していただいた副部長の水野さんをはじめとする関係の皆様
のおかげであり、また、様々な方とのご縁が重なったおかげな
のだろうと感謝するばかりです。
　私は幹事長に挑戦してみた立場です。向いていたとは自分で
も思いませんし失敗や迷惑もたくさんかけました。そんな私で
すから現役の皆さんも自分で決めつけず難しそうなことにも失
敗を恐れずに挑戦して欲しいと思います。また龍谷大学吹奏楽
部も数々のご縁に支えられてできています。周りの関係者との
ご縁もそうですが、若林先生とのご縁、そして部員同士のご縁
も大事です。これからも若林先生と部員で意見を交わし、意思
を共有して目標に向かって頑張っていってもらいたいと思いま
す。

　おそらく私は歴代の学生指揮の中で、最も本番で指揮を振っ
た学生指揮だと自負しております。というのも、私は４年間で
Aメンバーとしてコンクールの舞台に乗ったことはありません。
　そんな私だからこそ常に心がけていたことがあります。それ
は、今や龍大吹奏楽部は全国常連バンドで、依頼してくださっ
た方や聞きに来られるお客様はどんな時でも全国レベルの演奏
を期待されているということです。特にコンクール期間中は学
生指揮を中心に、コンクールメンバー以外で本番をすることが
多く、コンクールの演奏と比べるとどうしても質は落ちてしま
います。その中でコンクールメンバー以外こそ龍大吹奏楽部の

一員として高い意識を持つ必要があると思うのです。コンクー
ルメンバーはもちろんですが、メンバー外の子たちが意識を高
く持つことこそが龍大吹奏楽部全体を刺激し、レベルアップに
大きく繋がると信じています。
　私は卒部した後、OBバンドである龍谷シンフォニックバン
ドの指揮を振らせてもらっています。仕事や子育てなどでなか
なか人数も揃わないですが、その中でも龍大のサウンドや音楽
が引き継がれています。現役生の皆さんは、今しかできないこ
とを存分に楽しみながら、部をより一層盛り上げていってくだ
さい。一人のファンとして応援しております。
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2012
平成24年度

音楽・感謝　幾多の演奏会と
かけがえのない出会いを通して

Pickup News

　この度は創部50周年おめでとうございます。私が龍谷に入ろうと
思ったきっかけは高校２年の時でした。
　当時ウィンズスコアから発売していた「LOVE POWER WINDS」
のCDで初めて龍谷の演奏を聴き、「こんなにも楽しそうに演奏する
学校があるんだ。」と感動したのを11年経った今でも覚えています。
それから龍谷大学へ入学し、私の怒涛の４年間が始まりました。
　特に印象に残っていることと言えば、大学４年間コンクールに出ら
れなかったことです。１回生の時は３出制度でしたが、後の３年間チャ
ンスはあったものの「龍谷でコンクールの舞台に立つ」という夢は果
たせませんでした。今でも龍谷の演奏を聴くと「コンクールに出たかっ
た」と思います。しかしコンクールに出られなかった事は決して悪く
はありませんでした。コンクールに出られない人達はこういう気持ち
なんだ、こういう景色なんだと経験出来たからです。それはコンクー

ルに出続けている人には絶対に経験することのない、見ることの出来
ない景色だと私は思います。吹奏楽部員として一番大事なのは「どれ
だけ自分が吹奏楽や楽器を好きでいられるか」だと思います。
　私が社会人になってからも吹奏楽やサックス、音楽全般に興味を持
ち、好きでいられるのも、合奏指導をして下さった若林先生、児玉先
生、サックスの指導をして下さった岩田先生、陣内先生のおかげであ
り、感謝してもしきれません。どうか現役の皆さんも大学を卒業し社
会人になってからも、どんな形でも良いので吹奏楽や楽器を続けてく
ださい。そして吹奏楽や楽器を嫌いにならないで下さい。長くなりま
したが、一昨年から全国大会への関西代表の枠が１つになり大変厳し
い状況ではありますが龍谷大学吹奏楽部の益々のご活躍、ご発展を心
よりお祈り申し上げます。

憧れの龍谷、そしてコンクールに出られなかった４年間 第44期　楽器管理　赤井　俊介

南三陸の演奏会に際して 第44期　幹事長　板敷　　慧
　2011年３月11日、東北地方太平洋沖を震源とする東日本大震災が起
こった。
　本稿は、私が幹事長であった時に宮城県南三陸町で演奏会を開催し
た時のことを書こうと考えている。その当時の私は吹奏楽部として何
か出来ることはないかと思案をする日々であった。そのときに手を差
し伸べて頂いたのが、文学部教授の鍋島直樹先生である。鍋島先生は
震災後すぐに被災地である宮城県に赴き、本願寺僧侶として活動をし
ておられた方である。その活動に心を動かされた私は被災地での演奏
会を必ず実現させようと決めたのである。
　演奏会は宮城県南三陸町の志津川中学校で行うことが決定した。震
災から１年ほど経っていたが、高台から望む南三陸の町は建物の瓦礫

と土台だけが残る状態で、私と同じ光景を見た部員たちの言葉はなく、
ただ呆然とその風景を見つめた。そのような状態でも南三陸の方々は、
私たちの来訪をとても温かく受け容れてくださり、演奏会はとても楽
しい本番となった。
　演奏会を開催するということについて、そこには必ず多くの方々の
ご尽力がある。私はこの龍谷大学吹奏楽部での活動によって、多くの
ご縁に出遇い、多くの方々にご支援ご指導頂き満足に活動を終えるこ
とができた。今後吹奏楽部はより歴史が深まり、多くの方々と関わり
をもってゆくわけであるが、その全ての方々への尊敬と感謝を忘れず、
大いなる発展を遂げて頂きたい。

龍大×ペッカーさん～サマコン2012を振り返って～ 第44期　学生指揮　岡本　創太
　龍大での４年間には数えきれないほどの思い出がある。中でも４回
生のサマーコンサートは私にとって最も特別な時間と経験であった。
　この年のポップスステージのゲストプレーヤーにある人物を考えて
いた。橋田“ペッカー”正人さん（ラテンパーカッション）だ。ペッカー
さんは日本パーカッション界の草分け的存在。従来、龍大がゲストを
呼ぶときは若林先生の知り合いであることが多いが、今回はそうはい
かなかった。何のつてもないのだ。私は、ペッカーさんがトレーナー
を務める会社に問い合わせたが連絡が取れず、一か八かFaceBook
でアプローチを試みた。すぐに返信があり、私は必至で自分の考えを

メールに綴った。その後何度かやりとりをして、ついにOKをもらえた。
後にペッカーさんいわく、〝かなり怪しいヤツ〟と思われていたらしい。
　本番は人生最高に楽しいものだった。私がカウントすれば爆発的な
テンションで演奏が始まり、アロハシャツを着たみんなの笑顔がたま
らなかった。客席からの熱気を背中で感じ、ペッカーさんのカッコよ
すぎるプレーに私は興奮しっぱなし、本当に夢のような時間だった。
　出会いは宝だ。かつて若林先生や上埜先生との出会いがあって今日
の龍大があるように、今後もあらゆる方々との出会いや絆が龍大のか
けがえのない財産になる。だからこそ「音楽・感謝」である。
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創部45年節目の年
１週間の広島・岡山演奏旅行

Pickup News

創部45周年に際しての軌跡

どんな本番より緊張したサマーコンサート

第45期　幹事長　隠岐　翔一

第45期　学生指揮　伊野　弘一

【岡山・広島演奏旅行】
　２回生での役職ミーティングを終えた後に、回生で話し、自
分達が４回生になる際、順当にいけば全日本吹奏楽コンクール
３年連続出場を果たした翌年の代であり、コンクールが規定で
休みの年になるということで、過去の先輩方のように私たちも
７泊８日岡山・広島の２県で演奏旅行を決行することとなりま
した。
　今回の演奏旅行では、依頼演奏、自主公演を含め、22もの会
場で演奏機会を頂きました。
　広島では、大学の行事である「吹奏楽フェスタin広島」が開
催されることにより、自主公演は岡山シンフォニーホールでの

１公演のみに決定。自主公演では世界的に活躍されている、ユー
フォニアム奏者の外囿祥一郎さんをソリストとしてお招きし、
全国バンドである岡山学芸館高校吹奏楽部にも、同じく全日本
吹奏楽コンクール３年連続出場を果たされたということで共演
して頂きました。当日は台風の影響もあり、来場者の激減が考
えられたのですが、1147名という多くのお客様にご来場頂けま
した。演奏旅行に向けての取り組みを行う中で、様々な困難や
不安なども有りましたが、無事終えることができました。部員
の心にも思い出深く、いつまでも残っていればなと思います。
　これからは、OBの１人として、龍谷大学吹奏楽部を支え、
永く応援してゆきたいと考えています。

　私たちの年は全日本吹奏楽コンクール最後の３出の年でコン
クールがなかった。コンクールはなかったが充実した１年だっ
たと部員全員が思えるように３月の響宴に取り組み、９月には
岡山・広島への演奏旅行を行った。
　私は吹奏楽の世界に足を踏み入れてから数えてみるともう10
年にもなるが、その中でも一番緊張したのはやはりサマーコン
サートだ。私たちの年にはテナーサキソフォン奏者、庵原良司
氏をゲストにお招きした。
　学生指揮者になり、１年間補佐として小中学校の依頼演奏な
どで指揮の経験を積むのだが、アドリブソロに合わせるのはこ
れが初めてだった。練習も私の指揮の練習になってしまってし

まい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、庵原さんは
合奏で落ち込む私を笑わせてくれたり、励ましてくれたりした。
　サマーコンサート当日、リハーサルの失敗もあり本番は不安
だったが、庵原さんやバンドが私の方を見てくれているのを感
じ、とても心強かった。本番の温かい空気や一体感は私にとっ
て一生の宝物となった。
　龍谷大学吹奏楽部で、学生指揮として活動させていただいた
ことは私の人生を大きく変えたように思う。たくさんの場所で
演奏させていただく機会に恵まれているこの部活で、後輩の皆
さんにはこれからも「音楽」「感謝」を念頭に若林先生、児玉
先生のご指導のもと頑張っていっていただきたい。
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仲間に恵まれた大学生活

2014
平成26年度

第４６期　幹事長　藤井　康平

部員全員で挑んだ全国大会は
惜しくも銀賞

Pickup News

　この度は創部50周年及び「翔奏」の発刊誠におめでとうございます。
　引退から数年が経ちましたが全国大会金賞、海外遠征など自分たち
が成し得なかったことを次々とやり遂げる後輩たちの姿を目に、耳に
し、とても誇りに思っております。
　さて、今回の原稿を作成するにあたって、現役時代に使用していた
手帳やSNSの投稿、DVDなどを見返すこととなったのですが、目も
当てられないくらいに熱く書き綴った言葉、惜しげもなく繰り出され
るダジャレ、理解の到底追いつかない動きをする画面の中の自分…。
　当時の私はいったい何を思って、何を目指して活動していたのだろ
う…。
　と、そんな場面もたくさんありましたが、しっかりと誇れる部分も
たくさんあり、自身の人生の中で間違いなく輝いていた瞬間であると
改めて感じました。
　今思い返すと、私は本当に同期に恵まれていたと感じております。
　46期は、総勢約150名という部員に対して22名という人数の少ない
学年でした。
　人数の少なさ故に役職も兼任だらけで、先輩や後輩には多々迷惑を
かけることもあったと思いますが、その分、一人一人が自らのポジショ
ンや役割を深く理解して行動していました。
　私は幹事長という役職でしたが、仕事量だけを見ると、恐らく一番
少なかったと思います。
　していたことと言えばただ前に立ち、ただ伝えたいことを部員に伝
えていたくらいです。
　それ以外のことはすべて周りの同期達が回してくれていました。
　時に部員を叱り、皆を統率していくことは副幹事長が。
　部員の様子を伺いながら練習の方針、日程を決めることは技術職が。
　私が悩んでいる時、ブレてしまっていた時はすぐ同期が気づき、正
してくれました。
　安心して背中を任せることのできる同期達がいてくれたからこそ、
最後の１年を乗り越えることができたのだろうと思います。人数が少
ないので、いわゆる回生コンパもすぐ行うことができました。その中

でも、同期の男子の飲み会に若林先生、児玉コーチを招き、男のため
の男だけのコンパ略して「男コン」なる催しを開催したのも良い思い
出です。（笑）そして、そのコンパの開催を聞きつけた女性陣は「ずる
い！」と一言発し、直ぐさま先生方と日程調整をし、先生をお招きし
た女子会を開いていました。このように、男女ともにフットワークが
軽いのも46期の強みです。自分でこうやって思い返して書いてみても、
改めて素晴らしいメンバーだったと思います。
　同期愛は語り尽くせないのでここで打ち切ります。
　後輩達へ
・ これだけみんなが同じ方向を向いて、同じ目標に向かって突き進ん
でいけるのは、大学の４年間を残してもうないと思います。
　 50周年を迎え、より伝統に重みが出てくるとは思いますが、今を
作っているのは皆さんです。
　後悔をしないよう、恐れず、前を向いて活動していって下さい。
・ どんどん先生方とコミュニケーションを取ってください。
　 先生方は、皆が頑張ろうとしていること、やりたいと思っているこ
とに対して全力でサポートしてくださいます。
　 しかしその為には、今抱えている不安や、考えていることを先生方
に伝え、ぶつけていかなくてはなりません。
　 是非たくさんの接点を持ち、先生方と一緒に素晴らしい部活動を作
り上げていって下さい。
・一瞬一瞬を大切に
　 卒部してしまうと、今毎日の様に共に楽器を吹き、食事を囲み、休
日を謳歌している友との時間は少なくなってしまいます。
　みんなとの時間を何よりも大切に過ごして下さい。
・最後に
　 私はこの龍谷大学吹奏楽部の活動で、多くの素晴らしいご縁に恵ま
れることができ、心身共に成長することができました。
　 これからも一ファンとして、皆様の活動を追いかけていきたいと思
います。
　今後益々のご活躍とご発展を心よりお祈り申し上げます。
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３つの新たな挑戦

■2014年度の活動報告

第46期　学生指揮　梅垣　直也

下京・京都駅前サマーフェスタ2014
（京都駅前）

花祭り
（新京極六角ろっくんプラザ）

第22回夕照コンサートp
（瀬田学舎 瀬田ドーム）

野球応援
（明治神宮野球場）

岡山クリニック
（就実高校）

第１回コンクール頑張ろう‼若林杯
（龍谷大学アバンティ響都ホール）

1月 本願寺御堂演奏会／深草文化交流

2月 第１回コンクール頑張ろう‼若林杯

3月 グランフロント大阪フラッシュモブ演奏

4月 花まつり／さくらまつり／ラ・フォルジュルネびわ湖2014

5月 「けいはんな公園都市」街びらき１周年記念ウェルカムフェスタ／
龍谷大学と南三陸町舞踊の会交流ジョイントコンサート

6月 SUMMER CONCERT 2014

8月 本願寺盆踊り／下京・京都駅前サマーフェスタ2014／第22回夕照
コンサート／大阪フェスタ

9月 吹奏楽フェスタin岡山／茨木市・高槻市の中学校吹奏楽部ジョイ
ントコンサート

10月 セミナー＆マッチングon Bianca

11月 龍谷ジュニアキャンパス吹奏楽キッズコンサート／京まちなか音
楽映画祭

12月 吹奏楽フェスタin愛知／第41回定期演奏会

　龍谷大学吹奏楽部創部50周年おめでとうございます。
　私が４回生の年は、コンクール３出明けで、尚且つ数年銀賞続きで
あったため、学生指揮者として意地でもコンクールで結果を残したい
と躍起になっていました。これまでの伝統的な良い部分を生かしなが
らも、「大きく改革しなくては今以上の演奏技術向上は見込めない」
と考え、同期や先生方とも相談した結果、部活全体の基礎能力の底上
げを図り、コンクールメンバーだけでなく部員全員で切磋琢磨してコ
ンクールに臨もうということになりました。そのために、新しく以下
の３つのことを行いました。
・部内アンコン
・録音機材の導入
・部員全員で合宿
　部内アンコンは、創部30周年の翔奏を読んだ際、昔は毎年３月に
先生方を審査員にお招きしてアンサンブルコンテストを行っていたこ
とを知り、部員個々の技術向上にはもってこいだと考え実行しました。
まず技術職、パートリーダーを中心にグループ分けをし、そこからは
曲や練習も含めグループ単位にすべて任せました。本番では、普段は
大人数で演奏するためわからない個々の長所、短所がよくわかり、ま
た部員同士で講評を書くことによって、全員で向上しようという意識
が生まれたと思います。
　録音機材の導入は、神奈川大学吹奏楽部に威力偵察に伺った際に
行っていた練習方法を真似ようと思い、購入に踏み切りました。練
習方法とは、毎回合奏を録音して、休憩中にスピーカーで流すことで、
部員が自分たちの現状を知り勝手に修正していくというものです。ま
たウィンズスコアさんからレコーディングの依頼を受けやすい体制に

なったことで、初見力の向上、本番さながらの緊張感を作り出すこと
ができるようになりました。
　部員全員の合宿は、これまでのようなコンクールメンバーのみでの
合宿では部活が二分されてしまうことや、メンバー外がどうしても取
り残され、部活全体として雰囲気が悪くなってしまうと考え、メンバー
関係なく部員全員での合宿を行いました。150人が一緒に練習できる
施設を探すのは大変で、お金の面でも負担が大きくなってしまいまし
たが、全員での練習、ラジオ体操、レクリエーション、バーベキュー
等の思い出はその後の部活運営に大きくプラスになってくれました。
　しかしながら、大きく３つの新しい企画を試み、先生をはじめ様々
な方の力を借りて万全の対策でコンクールに臨みましたが、残念なが
ら結果は銀賞でした。演奏は納得のいくものでしたが、やはり他大学
に比べ基礎的な技量が足りていないと感じました。
　部員全員でコンクールに臨むことは達成できましたが、新しいこと
を詰め込みすぎたのか、期間が短すぎたのか、コンクールまでに部活
全体の基礎能力向上を図ることは叶いませんでした。しかし、後輩に
多くの選択肢を提示できたと思います。私が４回生で行ったことで良
かった部分は今後も取り入れ、必要ない部分は削除する。その繰り返
しで少しずつでも確実に龍谷大学吹奏楽部は進化していくと思います。
　現在私は、母校の吹奏楽部に演奏指導に行っており、龍谷大学で多
くを学べたことが今とても役立っています。まだ始めたばかりですが、
今後、龍谷大学吹奏楽部に貢献できるような高校生を育成して送り込
めればと思っています。
　いつの日も、「音楽」「感謝」を忘れず、音楽の素晴らしさをより多
くの方に伝えていくことのできる吹奏楽部であってほしいと願います。
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2015
平成27年度

定期演奏会を創部初の２回公演に
仲間との出会いに感謝

Pickup News

龍谷大学を日本一にする 第47期　幹事長　梅野　元気

おかげさま 第47期　学生指揮　大西　　潤
　創部50周年おめでとうございます。私が２回生の年に45周年を迎え、
その時に制作された「翔奏」を何度も読んだことを思い出します。私

の至らない文章を皆さんに読んでいただくのは大変恐縮ですが、ピロ
ピロらしい(大学時代のニックネーム)文章を書かせていただきます。

　創部50周年おめでとうございます。
　私が２回生の時に創部45周年を迎え、沢山のOBOGの方々が青朋
館に集まり宝島を演奏したのをとてもよく覚えています。あれからも
う５年が経ちました。時間の流れは早いです。
　さて、有難いことに寄稿文のご依頼をいただきました。何を書こう
かとても迷いましたが、せっかくですので思いの限りを記します。
　「龍谷大学吹奏楽部を日本一にする 」
　これが幹事長に承認いただいた２回生の時から抱いている私の目標
です。何をもって日本一なのかというのは難しいところですが、当時
の未熟な私は結果を出すことに強い執着心とこだわりを持っており、
大会に出場するからには日本一になろうと強く想い描いていました。
その想いは誰よりも強かった自信があります。
　そして４回生の年、「全日本アンサンブルコンテスト 金賞」「全日本
吹奏楽コンクール 金賞」という結果を残すことができました。創部
史上初の定期演奏会大阪特別公演（ザ・シンフォニーホール）も開催す
ることができ、環境にも結果にも恵まれた素晴らしい年になりました。
　ただ結果のことを話していっても面白みがないかと思いますので、
全国金賞を受賞した時に私が体験したちょっと不思議な話をします。
　全国大会の舞台は北海道の札幌コンサートホールKitaraという素晴
らしいホールでした。演奏を終えいよいよ結果発表、ライトがすごく
眩しくて客席にはこれでもかというくらい沢山の人、１つ前の東海大
学の賞が発表されました。横には副幹事長の肥爪がいて、あとはまっ
すぐ歩いていくだけ。その時その瞬間の景色を見て、賞が発表される
前でしたが金賞を確信しました。なぜなら、その景色は私が幹事長に
なった時からずっと強く想い描いていた景色と同じだったのです。嘘
みたいな話なので信じてもらえないとは思います（笑）
　現役の部員の皆さんは、こういうふうになろう！という想いを持っ
て活動できていますでしょうか。大会でいい結果を出す！演奏会を満

員のお客様の前で披露する！演奏が終わった後に自分がこういう気持
ちでいる！
　こうなるんだ！という想いにはとても強い力があると思っています。
それぞれがそれぞれに想う事をしっかりイメージし、実現に向けて活
動してほしいです。白黒では駄目なんです。すみずみまで鮮明にカラー
でイメージできるくらい想い描いてください。腕を切ったら血のかわ
りに想いがぶわっと溢れてくるくらい強く想い描いてください。想い
は必ず実現できます。
　ここまではキラキラしたような話をしてきましたが、活動中には失
敗も多かったです。身勝手、理不尽、感情に身を任せた発言など沢山
迷惑をかけました。その度に多くの方に助けていただきました。若林
監督、児玉コーチをはじめとする先生方には感謝してもしきれません。
本当にありがとうございました。
　ですが、やはり47期のみんなに１番感謝しています。学生指揮の
大西がピエロやサンタの格好をして演奏会を盛り上げたり、ギターが
得意な同期がいたり、児玉コーチの指揮の真似が得意な同期がいたり、
人が変わったようなパフォーマンスができる打楽器の同期がいたり、
そんなみんなでフェリーで悶えながら帰ったり、、。
　いつも大きな支えとなっていました。おかげで素晴らしい４年間を
過ごすことができました。ありがとう！またみんなで楽器吹こう！
　「龍谷大学吹奏楽部を日本一にする」という目標は私の中ではまだ
継続中です。今や世界一にも輝いた龍谷大学吹奏楽部ですが、今後も
更に結果も活動も１番でいられるようOBとしてできることを全力で
させていただきます。
　最後に、私がこれまで出会った言葉で好きなフレーズを１つ
　「伝統は守るものではなく築き上げるものである」
　これからも龍谷大学吹奏楽部の活躍に期待しています。ありがとう
ございました。
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■2015年度の活動報告

野球応援
（舞州ベースボールスタジアム）

石川クリニック
（学校法人金城学園遊学館高等学校）

学内パレード
（瀬田学舎）

第42回定期演奏会 大阪特別公演
（ザ・シンフォニーホール）

生涯学習フェスティバル
（皇子山体育館）

第23回夕照コンサート
（瀬田学舎 瀬田ドーム）

1月 本願寺御堂演奏会

2月 京都パルスプラザコンサート

4月 花まつり／さくらまつり

5月 ラ・フォルジュルネびわ湖2015

6月 吹奏楽フェスタin徳島／SUMMER CONCERT 2015

7月 櫻木厚子トランペットリサイタル／朝来市音楽祭2015

8月 下京・京都駅前サマーフェスタ2015／第23回夕照コンサート／吹
奏楽フェスタin大阪

9月 吹奏楽フェスタin奈良／野洲組夏季仏教講座100周年記念フェス
ティバル

10月 外国運輸健康保険組合関西地区運動会

11月 龍谷大学ジュニアキャンパス吹奏楽キッズコンサート／吹奏楽
フェスタin石川

12月 第42回定期演奏会 滋賀公演／第42回定期演奏会 大阪特別公演

　まず私は大学入学当初、４年間で卒業することを最優先に考えて、
サークルやアルバイト、勉強をぼちぼち頑張ろうと思っていました。
しかし、大学にはたくさんの誘惑が潜んでいました。田舎にはない関
西の陽気なノリ、楽器の上手な先輩や同期、おもろい友達、私をどん
どん部活に引き込んでいきました。その中でも、若林先生の音楽と指
揮には一瞬で虜にされました。気づいたときにはどっぷり部活には
まっていました。
　１回生の冬ごろからは役職決めが始まりました。私たちの頃は、瀬
田キャンパスでの練習後にミーティングを行なっていました。瀬田の
冬は寒かったです。ミーティング終わりに、みんなで瀬田の山を下っ
て「餃子の王将」でご飯を食べるのが幸せでした。今思い返すと、か
しこまったミーティングよりもご飯の時間が大切だったりもしますよ
ね。ミーティングは比較的スムーズに進行して、私は47期の学生指揮
に認めていただきました。正直、卒業できないんじゃないかと心配で
した。
　私の指揮者デビューは３回生の時の夕照コンサート・大阪フェスタ
でした。この本番は、コンクールメンバー以外（通称：夕照メンバー）
の夏の集大成となる本番です。160人の練習予定をたてる難しさや、
合奏を指導する責任感を痛感するとともに、先輩方の偉大さを感じま
した。しかし、何よりも指揮を振ることがめちゃくちゃ楽しかったです。
どんなに若林先生や早坂雅子先生にダメ出しされても、なにくそ！と
演奏してくれるメンバーのために頑張れました。その年の夕照のメイ
ン曲はチャイコフスキーの「スラブ行進曲」でした。本番ギリギリま
で先生方にご指導いただいて、人生で一番緊張した本番でした。本番
の演奏がどうだったのかはわかりませんが、会場からｆｆｆの拍手を
いただいて、袖にはけると若林先生がニヤッと笑っていて、一気に達
成感でいっぱいになりました。その時感じた幸せな気持ちと、打上げ
のビールの美味しさは一生忘れません。

　４回生になってからも貴重な経験をさせていただきました。サマコ
ン２部では、MCをさせていただきました。本番やYouTubeの動画
を見られた方はご察知の通りで、MCと言えるようなレベルのことは
できていません。ゲストの本間将人さんは「アドリブでいつも通り話
してよ～」と打ち合わせを一切して下さりませんでした。なかなかド
Ｓな方でした。本番はあたふたしてしまいましたが、本間さんにとっ
ては予定通りだったようで、ボケとツッコミがうまく絡み合ってポッ
プなステージになっていたと思います。詳しくはYouTubeをご覧く
ださい。
　定期演奏会は創部初の２回公演をさせて頂きました。２回公演に決
定する時期が遅れていたため、両公演ともにゲスト出演していただけ
る方に悩んでいました。そんなときにご縁があって、藤原功次郎さん
と原田恭子さんにゲスト出演を引き受けていただきました。お二人と
の思い出を少しお話させて下さい。お二人とタクシーに乗っている時
のことです。引退が近くなってきて何かがこみ上げてきたのか、突然
私は涙が止まらなくなりました。いつも通りに話をして隠そうとしま
したが、一瞬でバレました。最初は「どうしたん？おおにし！」と笑
われていましたが、気づいたらお二人も泣いていました。涙の理由は
わかりませんが、「本番はお客さんを泣かせる演奏しよな！」と３人
で気合を入れました。ただの大学生と一緒に涙を流して熱くなって下
さるプロの方はなかなかいないと思います。実際に本番のコンチェル
ト後に泣いているお客さんは何人もおられたそうです。お二人に華を
添えていただいて卒部出来たことは本当に幸せでした。ありがとうご
ざいました。そんなお二人には今でもLINEの連絡をもらっています。
　吹奏楽部での４年間、たくさんの素敵な方との出会いがありました。
若林先生、児玉先生、講師の先生方、学校関係者の方々、先輩、後輩。
そして、私を学生指揮に選んでくれた同期。全ての出会いに心からの
ありがとうを言いたいです。全てがおかげさまです。
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2016
平成28年度

コンクール関西枠が２枠から１枠へ
掴み取った全国大会で金賞受賞

Pickup News

様々な変化があった一年 第48期　幹事長　城田　　椋
　まず初めに私が４回生になってから様々な部の変化がありました。
先輩方が卒業された後私達新４回生と先生方でお食事会がありました。
２次会にて若林先生がこう言いました「これからは、俺のことは若林
監督、児玉君のことは児玉コーチと呼びなさい」私は先生方の呼び方
を変えるにあたりかなりの違和感がありましたが、２、３か月もする
と慣れてくるもので私が卒部するころには１年前に若林先生、児玉先
生と言っていたことを忘れるぐらい部に浸透していました。他にも、
インスペクターという新しい役職を作ったり楽譜管理の呼び名がライ
ブラリアンに変わるなど、役職についても変化があった年とも言えま
す。
　そして、演奏活動についても新しいことに挑戦しました。2016年９
月18日に近畿大学吹奏楽部さんとジョイントコンサートを行いました。
今まで近畿大学吹奏楽部さんとはあまり面識がなかったのですが、事
の発端は些細な事がきっかけでした。関西学生吹奏楽連盟の総会に参
加させていただいた際に近畿大学吹奏楽部さんとお会いしました。そ
の時から少しずつ会う機会も増え、私が今年合同演奏会を開こう！と
言ったのが発端です。そこから話はどんどん進み９月には演奏会を開
催することができました。近畿大学吹奏楽部さんと互いを高めあうよ
きライバルであり、お互いの個性を発揮した演奏会となりました。
　吹奏楽コンクールにつきましては私が４回生の年に関西から全国へ
の代表枠が１団体になりました。その理由は関西でのコンクールの出
場団体が少なかったためです。東京の参加団体が多かったため関西の
枠が一団体分減り、代わりに東京の枠が一つ増えました。その影響も
あり関西大会の時からすごく緊張感があったことを覚えています。昨
年までは全国大会までは大丈夫だろうと心のどこかでは感じておりま
したが。実際一団体となると不安もありました。それでも自分たちの
音楽を信じ、全国大会の切符を掴みました。

　そして迎えた全国大会、演奏も無事終了し結果は金賞でした。昨年
に引き続き２年連続の金賞で龍谷大学吹奏楽部史上10度目の金賞受
賞でした。ホール前で皆と喜びを分かち合い写真撮影の間に講評を確
認するとオールA金賞であることに気づきました。それを聞いた先生
方や部員一同はこの上ない喜びを感じました。
　定期演奏会では昨年にびわ湖ホールと大阪シンフォニーホールの２
回公演でした。びわ湖ホールではゲストに外囿祥一郎さんとアンドレ
アンリさん。大阪シンフォニーホールでは外囿祥一郎さんと辻本憲一
さんをお招きしました。ユーフォニアムとトランペットという珍しい
組み合わせですがその編成には理由がありました。私が48期生であり
私が卒部して２年後には50周年となります。50周年を迎えるにあたり
外囿さんとアンドレアンリさんのコンチェルトをフィリップスパーク
さんに書いてもらおうということでした。しかし予想以上に曲が早く
完成し、私の代で演奏することになりました。そしてスケジュールの
関係でシンフォニーホールでは外囿さんと辻本さんにお願いし、定期
演奏会は大成功に終えました。
　私は龍谷大学吹奏楽部に入部し、本当に幸せな毎日を送ることがで
きました。特に４回生の時は時間が過ぎるのがとても早く、先輩方が
卒部されてから私たちが卒部するまでは本当に短く感じました。様々
なことに挑戦し、とことん話し合い、やれることはできるだけできた
と思います。現在OBとなりお客さんという立場になったいまだから
こそわかる部分もありますが龍谷大学吹奏楽部の演奏会はとてもわく
わくします。演奏技術の高さもそうですがお客さんが楽しめるような
演奏会になっているので聞いていて飽きることはありません。OBと
してこれからもそのような演奏会をいつまでも見られることを願って
おります。龍谷大学吹奏楽部に在籍した４年間はきっと人生にとって
も忘れることのない４年間であると感じております。
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Panasonicコミュニティーコンサートニューヨークシンフォニック・
アンサンブル特別演奏会in滋賀（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

吹奏楽フェスタin広島
（広島文化学園HBGホール）

SUMMER CONCERT 2016
（八幡市文化センター）

小江戸ウインドアンサンブル京都特別公演
（龍谷大学アバンティ響都ホール）

京セラ夏祭り
（京都パルスプラザ）

第43回定期演奏会
（ザ・シンフォニーホール）

1月 吹奏楽団Festa New Year Concert 2016／世界遺産「西本願寺」
龍谷大学吹奏楽部 御堂演奏会

2月 龍谷大学吹奏楽部部内アンサンブル大会

3月 吹奏楽コンサートin滋賀／小江戸ウインドアンサンブル京都特別
公演

4月 花まつり／さくらまつり／ロームミュージックフェスティバル
2016／鉄道博物館プレオープンセレモニー

5月 ラ・フォル・ジュルネびわ湖2016

6月 吹奏楽フェスタin大阪／吹奏楽フェスタin徳島

7月
SUMMER CONCERT 2016／朝来市音楽祭2016／Panasonicコ
ミュニティーコンサートニューヨークシンフォニック・アンサン
ブル特別演奏会in滋賀

8月 下京・京都駅前サマーフェスタ／第24回夕照コンサート

9月 吹奏楽フェスタin広島／近畿大学吹奏楽部×龍谷大学吹奏楽部ジョ
イントコンサート／龍谷ジュニアキャンパス吹奏楽体験スクール

10月 吹奏楽フェスタin福井／外国運輸金融健康保険組合運動会第37回
関西地区大運動会

11月 吹奏楽フェスタin香川

12月 第43回定期演奏会 滋賀公演／第43回定期演奏会 大阪公演

挑戦する勇気 第48期　金管主任　田中　爽貴
　最後の１年間、多くの出来事があった。インスペクターという新し
い役職が発足し、私はその役職に就いていた。簡潔に言うと、今まで
の学生指揮の、指揮を除いた仕事内容である。私はどうしてもプレイ
ヤーとして龍吹生活を過ごしたかったという強い想いもあり、学生指
揮にはならずこの選択肢をとった。しかし、その選択により苦労も多々
あった。
　その中の１つとして、吹奏楽コンクールがあった。私は当時、プレ
イヤーとして出場させていただいていた。また、それと並行して役職
の仕事でもあるコンクールに向けた練習計画を立てたりする事も行っ
ていた。パートリーダーとしての仕事もあった。しかし、これら自体
は決して異例な事でも無く、それほど大変なことであるとも思っては
いなかった。私にとって辛く、プレッシャーとなったのは、関西での
全国大会への枠がその年から１つになったという事である。役職での
仕事に重きを置けば、自分の演奏が疎かになる。かと言って、自分
の演奏の事ばかりするわけにもいかない。そんな悩みや葛藤が尽きな
かった。いわゆる「両立」が、私の大学生活において１番の課題であった。
自分で時間を見つけ、作って、どちらも決して疎かになる事なく全力
で行った。そこまで頑張れたのは、結果がついてこなかったとしても
「絶対に後悔したくない」という強い想いからだった。結果、全国大
会に出場することができ、オールAまでいただくことができた。私は
その時、嬉しさというより安心した気持ちで一杯、そんなコンクール
だった。
　サマーコンサート、定期演奏会も同様、私にとっては大きな出来事

の一つであった。サマーコンサートでは、橋田“ペッカー”正人さんを
お呼びして、異例の学生指揮無しというスタイルで行った。最初は不
安ではあったが、新しいスタイルに挑戦してみたいという気持ちもあ
り思い切って挑戦した。定期演奏会は、ゲストとしてトランペットの
アンドレ・アンリさん、辻本憲一さん、ユーフォニアムの外囿祥一郎
さんをお招きし、委嘱新作として「デュオ コンチェルタンテ」（ケン
ツビッチ）と「ジェミニ コンチェルト」（スパーク）の２曲を演奏し
た。これほど豪華な定期演奏会は、良い意味で異例だったのではない
だろうか。双方例年にない事が多かったのもあり、しっかりと打ち合
わせをし、何度も流れを確認した。そして、大盛況の中、無事本番を
終えることが出来た。
　当然だが、これら全てにおいて私は１人でやり遂げられたわけでは
ない。監督、コーチを始めレッスンの先生方、同期、後輩達のお陰で
ある。今までの人生、これほど忙しく充実していた時期はない。逆に、
今までの人生、これほど人に助けられたこともない。本当に多くのこ
とを経験し、感じ、学ぶ事ができた大切な時間だった。正直当時は想
像していた以上に大変だったが、今ではこんなにも充実した時間を過
ごさせてくれたことに感謝が尽きない。また、新しい事に挑戦する事
により、龍吹での様々な事に挑戦する「勇気」を多少なりとも残せた
のではないかと思っている。
　私はこれからも音楽、そしてトランペットと共に生きていくつもり
である。今までご尽力頂いた方々への恩を返すつもりで、龍吹で学ん
だ事を忘れずに、少しでも多くの人に音楽を届けていきたい。
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初の海外遠征でスイスへ
ワールドチャンピオングランプリに

Pickup News

初の海外遠征に挑戦 第49期　幹事長　神田 理友真

感謝の心 第49期　金管主任　大島　玖美
　龍谷大学吹奏楽部創部50周年おめでとうございます。
　私は４回生の頃にインスペクター、金管主任、パートリーダーを務
めていました。
　最後の１年間は例年以上に忙しい年になり、それも歴代の先輩方の
おかげで龍谷大学吹奏楽部が知られるようになったからです。サマー
コンサート、定期演奏会２回公演の他に高岡公演、スイス遠征にも行

きました。スイスのコンテストではグランプリを受賞することができ、
海外での演奏は龍谷大学吹奏楽部にとって新たな歴史を刻むことにな
りました。
　スイス遠征から帰ってきた次の日からコンクールのオーディション
が始まり、今思うと本当にハードなスケジュールだったなと思います。
結果は関西大会にて金賞を受賞することができましたが、全国大会出

　創部50周年、誠におめでとうございます。
　2017年を振り返ると、おそらくこれまでに無いほどの本番数で、忙
しすぎる毎日だった。いかに効率よく練習と運営を行うかが常に課題
となり、正直ひとつひとつの本番に向けてあまり集中できていなかっ
たのが反省点である。しかし、沢山の人に出会い、演奏を聴いてもら
える機会が多く、幸せなことでもあった。この年は「スイスの世界大
会でグランプリ受賞」をした一方で、「20年ぶりのコンクール関西落ち」
という出来事もあった。毎日が濃くいろいろな思い出があるが、ここ
ではスイス遠征について書く。
　私が３回生となった春頃、翌年にスイスで国際青年音楽祭が開催さ
れるという話が、スイス在住の木元さんから社会学部教授の栗田修司
先生を通して入ってきた。木元さんはスイスの子どもジャズバンド
Swing Kidsの指導者である。個人的な好奇心から海外に行ってみた
いという気持ちは強くあったが、これだけの大きな部活を率いるとな
ると不安も大きかった。しかし、「素晴らしい人に出会うのなら飛行
機代は自腹を切って出しても安いもの。一生の思い出になることは間
違いありません。」という木元さんからのメッセージをみて、「行かな
い」という選択肢がもう頭には無く、行くことに決断した。
　そこからスイスへ出発するまでの１年間、計画や準備しなければな
らないことが山のようにあり、東武トップツアーズの樋口さんとも毎
月打ち合わせを行っていた。旅費は、１人当たり21万円。何とかして
個人の負担を減らせないか考えていた矢先、学生部の方にご相談させ
ていただいている中でクラウドファンディングというものを知り、こ
れを利用すれば資金が集まるだけでなく、沢山の人に龍吹を知っても
らえる機会だと考えた。実行にあたっては、旅費ではなくスイス遠征
の様子を映像に残したいと思い、DVD製作費の資金を募ることとなっ
た。目標は130万円。本当にそんなお金が集まるのかという気持ちだっ
たが、様々な方にご協力いただき、なんと１ヶ月で約140万円を集め

ることに成功した。
　そして出発当日、飛行機は夜23時頃に関西空港を出発し、ドバイ
経由でチューリッヒまで約20時間かかった。そのまま休む間もなく、
会場近くにあるザートレン小学校の体育館をお借りして楽器の状態
をチェックし、翌日に控える本番に向けて合奏を行った。練習を見
に来てくれた小学校の子どもたちともふれ合い、「We Love your 
Music」とメッセージを書いてくれた子どもたちもいて、心が和んだ。
涼しいイメージがあるスイスも当日はカラッとした暑さで、近年の異
常気象により天候の変化が激しかった。コンテスト直前の移動中も大
雨が降り、落ち着く間もなくコンテスト本番を迎えた。演奏後は観客
全員からのスタンディングオベーションと歓声を味わい、最大に感動
した瞬間であった。審査員には、世界的に有名な作曲家ヤン・ヴァン・
デル・ロースト氏もおられ、高い評価をいただくことができた。コン
テスト終了後も単独コンサートとSwing Kids合同演奏の本番が続き、
なかなかハードな予定だったが、お客さん達が楽しんでくださってい
る様子が目に見えて感じとることができた。またSwing Kidsの演奏は、
とても子どもとは思えないもので非常に刺激を受けた。
　コンテスト結果は総合得点97.50ポイント獲得し、グランプリ受賞。
しかしその結果以上に、世界中の人たちと音楽を楽しみ、こうして触
れ合えたのは非常にいい経験となり、ひとりひとりの大きな糧となっ
たと思う。文化が違ったり言葉は通じなくとも、音楽で世界の人たち
と繋がれると実感できた。
　この遠征にあたり、木元さん、栗田先生、樋口さん、現地スタッフ
の方々には大変お世話になりました。また、クラウドファンディング
でご支援くださいました皆様や陰ながら応援してくださいました皆様
にも本当に感謝でいっぱいです。後輩の皆さんも、今しかできないこ
とや成し遂げたいことがあれば、失敗を恐れず挑戦してほしいと思い
ます。応援しています。
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ジョイントコンサート2017
（立命館いばらきフューチャープラザグランドホール）

WELT JUGENDMUSIK FESTIVAL ZÜRICH コンテ
スト（スイス チューリッヒ Theater11）

龍谷ジュニアキャンパス 吹奏楽体験スクール
（瀬田学舎 青朋館）

Spring Concert 2017
（龍谷大学アバンティ響都ホール）

ラ・フォル・ジュルネびわ湖2017
（ピアザ淡海）

龍谷大学吹奏楽部×駒澤大学吹奏楽部ジョイントコン
サート2017（龍谷大学アバンティ響都ホール）

1月 「修正会コンサート」広島・明教寺／吹奏楽団Festa New Year 
Concert 2017／第44回奈良県バンドフェスティバル

2月 ジョイントコンサート2017〈近畿大学・東海大学・立命館大学・
龍谷大学〉

3月 小江戸ウインドアンサンブル京都特別公演／Spring Concert 
2017

4月 花まつり／さくらまつり／ラ・フォル・ジュルネびわ湖2017

5月 吹奏楽フェスタin愛知／第６回ルシオール アート キッズフェス
ティバル

6月 吹奏楽フェスタin大阪／SUMMER CONCERT 2017

7月
WELT JUGENDMUSIK FESTIVAL ZÜRICH コンテスト／Panasonic 
コミュニティーコンサート ニューヨーク・シンフォニック・アン
サンブル特別演奏会in滋賀

8月 第25回夕照コンサート

9月 龍谷大学吹奏楽部 特別演奏会in高岡／吹奏楽フェスタin石川／龍
谷ジュニアキャンパス 吹奏楽体験スクール

10月 スイングキッズ日本ツアー・京都公演 with 龍谷大学吹奏楽部

11月 龍谷大学吹奏楽部×駒澤大学吹奏楽部ジョイントコンサート2017

12月 第44回定期演奏会 滋賀公演／モンスターストライク ウインド・
オーケストラコンサート／第44回定期演奏会 大阪公演

場は逃し、多くの悔し涙を見ることになりました。その光景を見てい
るのはとても辛く、その時は必死で涙をこらえていたことを今でも覚
えています。関西大会が終わってからの数日は、これからどうしてい
こうかということばかりを考えていました。
　休む暇もなく夕照コンサートの日を向かえ、後輩たちが主体となり
夕照メンバーを引っ張ってきて、夕照メンバーの技術向上、モチベー
ションの維持も出来ており、そのおかげもありコンサートも大成功で
終えることが出来ました。そこではコンクール時期に支えてくれてい
た夕照メンバーへの恩返しの意味も込めて、コンクールメンバーがス
タッフとなり夕照メンバーをサポートします。部員全員が自分のやる
べきことを自覚し頑張っている姿を見て、くよくよしている場合では
ないなと思いました。コンクールの悔しさを全て力に変え、最後の定
期演奏会を成功させようと強く思った日でもありました。
　この夏は特に予定の作成や計画性などで個人的に反省すべき事が多
くあり、学ぶことも多くあったと感じています。定期演奏会に向けて
練習の組み方や予定表の出し方など、すぐに改善できることから見直
し始めることにしました。
　１ヶ月間の細かい合奏時間や内容を決めるだけでなく、それを部員
が目の通しやすいように掲示し、忙しい中でも個人練習やパート練習
で計画的に練習が出来るように心がけました。最後の最後までバタバ
タしていましたが、１年の集大成である定期演奏会にジャック・モー
ジェ氏をゲストにお迎えし、定期演奏会を更に素晴らしい演奏で盛り
上げてくださり、無事に滋賀公演、大阪公演共に大成功で終えること
ができました。何より部員たちが楽しむという気持ちと、龍吹の音楽
を伝えるという気持ちを忘れずに演奏していたということが成功に繋
がったのだと思います。
　多くのことを学んだ４年間の思い出は決して忘れることはありませ
ん。辛かったり、苦しかったり、悩んだり、喜んだり、楽しんだり、
感動したりとさまざまな感情があって、必死になっていた現役の頃の
自分を今思うと、とても充実した日々を送ることが出来ていたのだな
と実感しました。
　インスペクター、金管主任、パートリーダーを兼任出来たのも、周

りの人が居たからだと感じています。そして周りが自分を成長させて
くれました。私たちの代は途中で学生指揮が代わったことで、インス
ペクターをつくることになりましたが、そこで私をインスペクターに
選んでくれた同期と、失敗しても導いてくださった監督、コーチに感
謝の気持ちでいっぱいです。
　龍吹の強みの一つに、部員が多いことも挙げられます。人が居れば
やりたいことはなんでもできます。しかし人が多いということはその
人数分の考え方があり、生き方があるということでもあります。リー
ダーはそのことをよく理解し一人一人を尊重しながらも、ばらばらに
ならないように導いていく必要があります。ここまで大きな部活と
なった今、幹部だけでなく部員全員が意識高く行動するということが
求められてくると思います。そしてみんなより進んでしんどいことを
しなければならないのが幹部というポジションです。後輩たちへ伝え
たいことは、使命を自覚し、自分の得意な部分で部活に貢献できるよ
うに努力してみてほしいということです。苦手分野は克服できるよう
に、得意分野は１番自分がよく分かっていると思うので、隠さずその
良さをどんどん出していってほしいです。卒部する時、その全てのこ
とが自分の成長にも繋がっていて、それらは社会に出てからも通用す
ることばかりだということが分かるはずです。そして、音楽面だけで
なくあらゆる分野でご指導して頂ける監督、コーチのもとで音楽が出
来ているということを当たり前だと思わず、感謝の心を持ち日々過ご
してほしいです。
　最後になりますが、ご指導頂きました若林監督、児玉コーチ、講師
の先生方、学校関係者の方々、吹奏楽部に関わってくださった皆様、
たくさんの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。また、これほど有意
義な日々を送ることが出来たのも、先輩、後輩、同期が居たからです。
本当にありがとうございました。
　今後はOGとして、龍谷大学吹奏楽部を温かく見守ると共に、今ま
での恩返しが出来るよう自分に出来ることがあればサポートしていき
たいと思います。活動が更に充実したものになるよう、心から応援し
ています。
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全ての方々への感謝
これまでの50年、そしてこれからの50年へ

Pickup News

多くの“人”に恵まれた50周年 第50期　幹事長　芹口 賢次郎
　「自分らの代、50周年やで！」
　まだ何も分からなかった３年前、入部早々に先輩からそのような事を言わ
れたのを覚えています。自分たちが50期生という事にとても驚きましたが、
正直に言えば、４年後に50周年だなんて入部したての１回生に実感が沸くは
ずもなく、只々楽しく、気楽に日々を過ごしていた事を思い出します。
　あれから３年。いざ創部50周年を迎えるにあたり、創部から現在に至る“こ
れまでの50年”という考えから、75年…100年と続く“これからの50年”の
初めの年であるという意識で活動していこうと、スローガンに「築」という
漢字を掲げ、記念となる１年の活動をスタートさせました。
●５大学ジョイントコンサート
　東京から中央大学吹奏楽部をお招きし、関西学院大学・関西大学・立命館
大学・龍谷大学の５大学で、びわ湖ホール大ホールを会場にジョイントコン
サートを開催しました。
　前年の８～９月ごろから準備を始め、ゲスト校決定までに右往左往しまし
たが、無事に中央大学の出演が決定し、本格的に始動。ホスト校は龍谷大学
でしたが、各大学の主将とも連携しながら運営を行うという、他の本番では
なかなか出来ない良い経験ができました。
　この演奏会の準備段階では各大学の主将と電話やメール、LINEなどでや
り取りすることが多く、時には話が噛み合わなくなる事もありましたが、全員
と直接会い、打ち合わせをしたところ、噛み合わなかったところもすんなり
と解決。携帯電話ひとつあれば簡単に繋がれる時代ですが、改めて直接顔を
合わせてコミュニケーションをとる事の大切さを感じた本番でもありました。
●サマーコンサート初のびわ湖ホール開催
　これまで、サマーコンサートと言えば八幡市文化センターという形で定着
していましたが、50周年という節目の年に、新たな挑戦をしたいという気持
ちで、今までステージドリルが出来ないのではないかと考えていたびわ湖
ホール大ホールへ、絶対に成功させるという前提のもと、会場を移す事を決
意しました。
　会場を変えるにあたり、まずステージドリルを行う事が出来るのかという
懸念がありましたが、いくつかの団体が実際にステージドリルをびわ湖ホー
ルで行っているという事が判明しました。ドリルが可能となれば、後はホー
ルの反響板はどのような形にするのか、また、前年まで影吹きをしていたと
ころをどうするのかという話になります。若林監督、児玉コーチ、金山徹先
生、丸谷公一先生のアドバイスをいただきながら、オーケストラピットを使
用し、演奏に専念する部隊と、舞台上でドリルに専念する部隊に分けること
に決定。これが結果的に今までのステージドリルの概念を大きく変えること
ができた要因だったと思います。
　迎えたサマーコンサート当日、２部のゲストであるジャズヴァイオリニス
トの牧山純子さんの素晴らしい演奏もあり、龍大のびわ湖ホールでの初ス
テージドリルは最高潮に盛り上がりました。アンコール後の溢れんばかりの
拍手と声援は今でも忘れられません。

　サマーコンサート２日前、豪雨の影響によって部活動が全面中止となり、
前日リハーサル、そしてサマーコンサート自体の開催が危ぶまれましたが、
部長、副部長をはじめとする多くの方のご支援・ご協力のお陰で、無事にサ
マーコンサートが開催できましたこと、この場をお借りいたしまして、改め
て感謝を申し上げます。
●11日間に及ぶ九州遠征の実施
　今年度の活動の中で最も大規模でとても印象的なのは、やはり九州遠征で
す。
　50周年の記念事業としてどの様な事をするかという話になった際に、東京、
北海道、四国、東北など、様々な案が同期から挙がりました。その中で、私
自身が熊本県出身であり、九州に皆と行きたいという気持ちもあり、様々話
し合いを行い、九州各地を回ることに決定したというのが流れです。（最初、
日程はもっと小規模で考えていました…）
　メインとなる自主公演を考えていた際に、２年前でありながらほとんどの
ホールが埋まっている状態。非常に焦った日々もありましたが、そうした中
で、福岡県にあるイイヅカコスモスコモンが唯一空いており、ホール自体も
とても良いホールであることも踏まえ、自主公演は飯塚で決定しました。そ
の後、龍大関係者の方々、OB・OGの方々、児玉コーチのご紹介等、本当
に多くの方々のご支援のもと、間日の本番を詰めていき、最終的な11泊12日
という怒涛の行程が完成した次第です。行程が決定した後は部員をA隊、B
隊に分けたり、宿泊場所の決定であったりと、２、３回生の幹部の協力を得
ながら準備を進めていきました。しかし、出発前は練習不足により、若林監
督から辛辣なお言葉が飛ぶこともあり、非常にピリピリした状態で九州へと
出発しました。
　いざ遠征が始まると、最初の玉名女子高校とのジョイントコンサートをは
じめとして、現地の関係者の方々の温かいお言葉やお人柄、お客様の温かい
拍手に、毎回元気をいただき、最後の飯塚公演に至るまで、充実した日々を
過ごしました。日に日に演奏の質が上がっているのも分かり、とてもいい雰
囲気で演奏会を行えたのは大きかったと思います。
　また、遠征前・遠征中、最後の飯塚公演の集客には非常に苦労しました。本来、
学生が死ぬ気で努力しなければならないところを、九州在住の保護者の方々、
OB・OGさん、関係者の方々に多大なるご協力をいただきまして、満席と
は行きませんでしたが、多くのお客様にお越しいただく事ができました。
　遠征後の部員の感想を聞いていて、「また九州に行きたい！」「帰りたくな
かった！」と言ってくれたのは非常に嬉しく、この遠征を企画できて本当に
良かったと思えた瞬間でした。
　このように振り返っていると、今年は地震や台風など自然災害の影響で、
大変な年でした。しかし、九州遠征やサマーコンサートに代表されるように、
龍谷大学吹奏楽部が歩んできたこの50年で、様々な“人”に恵まれているこ
とを改めて感じさせてくれた１年だったと思います。龍谷大学吹奏楽部は「音
楽」「感謝」を掲げている部活動です。いつの時代も、「感謝」無しには何も
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■2018年度の活動報告

Panasonicコミュニティーコンサートニューヨーク・シンフォニック・
アンサンブル特別演奏会in滋賀（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

SUMMER CONCERT
（滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール）

花まつり
（新京極六角公園）

吹奏楽フェスタin大阪
（ザ・シンフォニーホール）

龍谷大学吹奏楽部創部50周年記念演奏会in熊本
（玉名市民会館）

龍谷大学吹奏楽部創部50周年記念演奏会　飯塚講演
（イイズカコスモスコモン）

1月 吹奏楽団Festa New Year Concert 2018／世界遺産「西本願寺」
龍谷大学吹奏楽部 御堂演奏会

2月 小江戸ウインドアンサンブル 京都特別公演

3月 大学ジョイントコンサート2018／龍谷大学校友会兵庫県支部10周
年記念 龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会

4月 花まつり／郷間幹男の2018年度課題曲講習会in守山

5月 第７回ルシオール アート キッズフェスティバル／第97回創立記
念降誕会 提灯行列

6月 2018年スプリングフェスタ こどもワクワクワンダーランド／吹奏
楽フェスタin徳島／吹奏楽フェスタin大阪

7月
SUMMER CONCERT 2018／Panasonic コミュニティーコン
サート ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル特別演奏会
in滋賀

8月 第26回夕照コンサート

9月 龍谷大学吹奏楽部 創部50周年記念演奏会／吹奏楽フェスタin岡山

10月 外国運輸金融健康保険組合運動会　第39回関西地区大運動会／吹
奏楽フェスタin奈良

11月 福知山市市民憲章推進大会／龍谷ジュニアキャンパス吹奏楽体験
スクール／朝来市音楽祭2018

12月 第45回定期演奏会

サマーコンサート ～びわ湖ホールにて開催～ 第50期　学生指揮　細川　大輔
　この度は吹奏楽部創部50周年、誠におめでとうございます。夢と希望を持っ
て入部した３年前から気付いたら卒部まであと数ヶ月となっており、月日の
流れの早さを感じます。それは良くも悪くも充実した日々を過ごしてきた証
拠であり、人生の宝物になるものです。定期演奏会アンコール中は、私を含
めて部員の多くは涙が溢れていると想像いたします。
　今年度からサマーコンサートを「滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール」で定
期演奏会を「ザ・シンフォニーホール」で開催することになりました。サマー
コンサートをびわ湖ホールで行うと決定したは良いものの、誰もが何もわか
らない状態からのスタートです。幹部や関係役職とともにミーティングを行
う日々でした。その中で、Ⅲ部マーチングステージは今までの影吹き（舞台
袖で演奏すること）をオーケストラピットで演奏することが決まり、龍谷大
学吹奏楽部でしかできない『総合芸術』をドラムメジャー河瀬とガードチー
フ日下部とともに創り上げることに燃えていました。金山先生のご紹介に
よってゲストはジャズヴァイオリニストの牧山純子さんに早い段階で決まり、
吹奏楽部初のヴァイオリンとの共演に胸が踊っていたのを憶えています。 
　本格的にサマーコンサートの練習ができる時に大阪北部地震と平成30年７
月豪雨が直撃し、青朋館での練習がままならない日々が続きました。誰もが
経験したことがない天災によって練習ができずに焦る気持ちと、それでも何
もできないもどかしい気持ちは今でも忘れません。この未曾有の豪雨により
サマーコンサートを開催できるのか大学側が協議する事態まで発展すること
になりました。本番当日まで開催できるかわからない状態でしたが、天気が
持ち直し無事開催できたのは部員の願いが通じた奇跡と言っても良いでしょ

う。警報により練習ができずにいた本番３日前に、深草下宿幹部が集まり様々
な状況を想定して話し合ったのは良い思い出です。
　正直、突貫工事な練習であったのは皆様ご承知の通りです。天災によって
予定が狂い、それぞれのステージの練習時間が全く足りない状態でした。こ
の状態でお客様の前で演奏できるのかと不安な２ヶ月を過ごしていました。
それでも部員の怖いくらいの集中力によって日々の練習と前日リハーサルを
乗り切り、本番は素晴らしい演奏を奏でることができたと思います。お客様
の惜しみない拍手は私達に大きな達成感を感じさせてくれるものでした。
　紆余曲折ありましたが、サマーコンサートの成功により来年以降にこの形
を繋ぐことができて安堵しています。びわ湖ホール表周り担当の方々や舞台
機構の方々のご尽力がなければ学生が望むステージは創れなかったでしょう。
そして部員全員の協力がないと成功できない本番でした。度重なる予定変更
の中、臨機応変に対応いただき本当にありがとうございました。個人ではⅡ
部ゲストステージ本番で指揮を振り間違えるミスを犯してしまいましたが、
このミスが九州遠征指揮の糧となった話は次回の機会があればその際に書き
たいと思います。
　最後になりますが、若林監督や児玉コーチをはじめとする講師の先生方、
部活に携わる大学関係の方々、そして吹奏楽部50年の歴史を紡いできたOB、
OGの先輩方に深く感謝申し上げます。50年の節目である当年でございます
が、次の時代へ向かう新たな門出の年でもあります。後輩達のこれからの活
動を大いに期待するとともに、引退後は龍谷大学吹奏楽部の一ファンとして
末永く応援していきたいと思っています。

語れません。
現在、ほぼ毎日のように若林監督、児玉コーチをはじめ、様々な先生方にご
指導をいただき、青朋館という素晴らしい施設で活動させていただいており
ます。この日常が絶対に当たり前ではないという事、かけがえのないものだ
という事、この50周年記念誌「翔奏」に書き残しておきたいと思います。

　最後になりますが、日頃からご指導いただいております諸先生方をはじめ、
龍谷大学吹奏楽部の伝統を築いてこられた先輩方、創部以来、多方面からご
支援いただきました皆様方、そして、どんな時もこんな駄目な幹事長を見捨
てずに温かい言葉をかけてくれた同期、後輩達に心からの感謝を申し上げま
して、私の寄稿文とさせていただきます。



瀬田学舎にある、毎日の練習で使用している施設です。普段の様子を紹介していきたいと思います。

青朋館の紹介

オーボエ、ファゴット、
コントラバスパートの
部屋です。

サックスパートの部屋
です。

クラリネットパートの
部屋です。

先生方が使用されたり、打ち合わせなどで使用します。 フルートパートの部屋
です。

チューバ、パーカッ
ションパートの部
屋です。

（小合奏場）

（指揮者室）
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楽器庫

指揮者室

玄関

トロンボーン、ユーフォニ
アムパートの部屋です。

合奏やマーチング練習、
立奏練習などを行う部
屋です。

部員が使用す
る楽器が置か
れ て い ま す。
たくさんの数
の楽器があり
ます。

深草学舎の紫
朋館にある施
設 で す。正 式
名 称 は「 モ ー
ツ ァ ル ト 」と
いう名前です
が、部 員 の 皆
か ら は「 モ ー
ツ 」と 呼 ば れ
ています。

玄関の壁紙の模様が特
徴的です。コピー機が
二台置かれており、部
員みんなで大切に使用
しています。

トランペット、ホルン
パートの部屋です。

（総合練習場）

207

209 楽器庫

モーツァルト

玄関、廊下

208
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定期演奏会の記録

〈Ⅰ部〉 アルフォードのマーチより　数曲 指揮　北村　雅明

〈Ⅱ部〉 ジャマイカ民謡組曲 指揮　喜多　直哉
 エストレリータ
 マンボ·ジャンボ
 さらばジャマイカ

〈Ⅲ部〉 組曲第一番　変ホ長調（G.ホルスト） 指揮　吉元　譲二
 ファンファーレとアレグロ（クリフトン＝ウィリアムズ）
 シンフォニア=ノビリッシマ（ロバート＝ジェーガー）

第1回　定期演奏会 1974年12月17日（火）　京都府立勤労会館

〈Ⅰ部〉 海の肖像（Homer La Gassey） 指揮　北村　雅明
 シンフォニック　プレリュード（Alfred Reed)
 第二組曲（Robert E Jager） 客演指揮　文字　　清

〈Ⅱ部〉 黒いジャガーのテーマ 指揮　北村　雅明
 セントルイス·ブルース·マーチ
 ディス·ガイ
 ゴットファーザー·パートⅡ
 アラバロッコ（イタリアン·フォークロック）

〈Ⅲ部〉 祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ） 指揮　小林　福重
 楽劇「ニュールンベルクの名歌手」より第一幕への前奏曲（R.ワーグナー）
 

第2回　定期演奏会 1975年12月５日（金）　京都府立勤労会館

〈Ⅰ部〉 フランス軍隊行進曲― アルジェリア組曲よリ（St.サーンス）
 吹奏楽の為の幻想曲― 移り気な五度のムード（塚原　哲夫）
 Symphonic Songs for Band （R.R.ベネット）
 Ⅰ Serenade
 Ⅱ Spiritual
 Ⅲ Celebration

〈Ⅱ部〉 愛のテーマ（B.ホワイト）
 愛がすべて（V.マッコイ）
 ハッスル（V.マッコイ）
 夏の日の恋 7̓6（M.Steiner）
 アフリカン·シンフォニー（V.マッコイ）

〈Ⅲ部〉 ロシア領主の入場（J.ハルボルンセン）
 主よ、人の望みの喜びよ― カンタータ第147番より（J.S.バッハ）
 大序曲「1812年」（P.チャイコフスキー）

第3回　定期演奏会 1976年12月２日（木）　京都府立勤労会館

〈Ⅰ部〉 ラプソディック エピソード（C.カーター）
 シンフォニックバンドの為の序曲（兼田　敏）
 ドラマチコ（W.F.マクベス）

〈Ⅱ部〉 ザ·ブルース（アウケン）
 トロンボナンザ（F.コフィールド）
 ジャズ組曲（R.マーシー）
 サムシング（G.ハリスン）
 オーシャンゼリゼ（M.ディーギャン）

〈Ⅲ部〉 火の鳥（I.ストラヴィンスキー）
 ・魔王カスチェイの凶悪な踊り
 ・子守歌
 ・終曲
 管弦楽組曲第3番より アリア（J.S.バッハ）
 交響曲第3番〈オルガン〉より　終楽章（St.サーンス）

第4回　定期演奏会 1977年11月28日（月）　京都府立勤労会館
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〈Ⅰ部〉 アレルヤ（A.リード）
 吹奏楽の為の「序·破·急」ト長調（陶野　重雄）
 トリチコ（V.ネルベル）
 1 Allegro maestoso
 2 Adagio
 3 Allegro marcato

〈Ⅱ部〉 イントロダクション（T.カス）
 クエスチョン67・68（R.ラム）
 ディ トリッパー（P.マッカートニー）
 トランペットとトロンボーンのためのコンチェルト（P.サヴァーソン＆M.マックダン）

〈Ⅲ部〉 序曲「海賊」（H.ベルリオーズ）
 歌劇「カバレリア·ルスティカーナ」より間奏曲（P.マスカーニ）
 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲（R.ワーグナー）

第5回　定期演奏会 1978年12月１日（金）　京都会館第２ホール

〈Ⅰ部〉 行進曲「星条旗」（R.ジェイガー） 指揮　浜田　輝夫
 アダージョとアレグロ（V.ネリベル） 川上　泰司
 平和の祭り（R.ニクソン）
 ゲットバック（P.マッカートニー）

〈Ⅱ部〉 喜歌劇「天国と地獄」序曲（J.オッフェンバック） 指揮　川上　泰司
 組曲「展覧会の絵」（M.ムソルグスキー）
 １. プロムナード ８. プロムナード
 ２. こびと ９. 卵のからをつけたひなの踊り
 ３. プロムナード 10. サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ
 ４. 古い城 11. リモージュの市場
 ５. プロムナード 12. カタコンベ
 ６. テュイルリーの庭 13. バーバ・ヤガー小屋
 ７. ブィドロ 14. キエフの大門

第6回　定期演奏会 1979年12月18日（火）　京都会館第２ホール

〈Ⅰ部〉 イギリス民謡組曲（R.V.ウィリアムズ） 指揮　山沢　峰忠
 黙示録（アポカリプス） （R.ジェーガー） 浜田　輝夫
 タルサ（D.ギリス）
 A列車で行こう（B.ストライホーン）

〈Ⅱ部〉 戴冠行進曲「王冠」（W.ウォルトン） 指揮　浜田　輝夫
 交響曲第5番　変ロ長調　作品100より
 第1、第2、第4楽章（S.プロコフィエフ）
 

第7回　定期演奏会 1980年12月３日（水）　京都会館第２ホール

〈Ⅰ部〉 ステージドリル D.M.　外川　高良
 “若人の激動” Sub D.M.　中館　一人

〈Ⅱ部〉 古いアメリカの舞踊による組曲(R.R.ベネット) 指揮　間瀬　𠮷浩
 サロム·フーガ(C.ウィリアムス) 山澤　峰忠
 ロレーヌ·マーチ(L.G.ガンヌ)
 交響曲第1番より 第4楽章(G.マーラー)
 

第8回　定期演奏会 1981年12月５日（土）　京都会館第１ホール
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〈Ⅰ部〉 ステージドリル D.M.　中館　一人
 輝く妖精たち G.C.　今坂　好子
 “THE FAIRIEIS ON STAGE!!”

〈Ⅱ部〉 吹奏楽の為の練習曲（小林　徹） 指揮　間瀬　吉浩
 金管六重奏と吹奏楽の為の小品 二井見　晃
 アンティフォナーレ（V.ネリベル）
 ツェッペリン伯爵行進曲（C.タイケ）
 幻想交響曲　作品14より
 第2、第4、第5楽章（H.ベルリオーズ）

第9回　定期演奏会 1982年12月２日（木）　京都会館第２ホール

〈Ⅰ部〉 ステージドリル
 “Dramatic”　~今　感動の渦につつまれて~ D.M.　阿古　雅樹
 G.C.　今坂　好子

〈Ⅱ部〉
 歌劇「予言者」より～戴冠式行進曲（G.MEYERBEER） 指揮　二井見　晃
 自由の鐘（J.P.スーザ） 八島　雅彦
 パンチネルロ（A.リード）
 吹奏楽のためのパッサカリア（兼田　敏）
 交響曲第5番　ニ短調　作品47より　終楽章（D.ショスタコーヴィチ）
 

第10回　定期演奏会 1983年12月11日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 海軍士官候補生（K.J.アルフォード）
 30回みえ国体記念マーチ（兼田　敏）
 吹奏楽のための組曲　第1番　変ホ長調　作品28の1（G.ホルスト）
 

〈Ⅱ部〉 ポップス描写曲　メインストリートで（岩井　直溥）
 愛のカルナバル（S.メンデス）
 マーチ　オーパス　ワン（浦田　健次郎）
 バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より
　　　　「モンタギュー家とキャプレット家」「タイボルトの死」（S.プロコフィエフ） 客演指揮　上埜　　孝
 

〈Ⅲ部〉 ステージドリル
 “ONE MORE TIME…” D.M.　阿古　雅樹
 G.C.　水嶋富美子
 

第11回　定期演奏会 1984年12月16日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 March & Original Stage
 アンパリトロカ（J.テキシドール） 指揮　櫻場　　浩
 吹奏楽のための組曲第2番作品28の2（G.ホルスト） 河股　利則
 マーチ
 無言歌
 鍛冶屋の歌
 ダーガソンの主題による幻想曲
 ブルーインパルス（青い衝撃） （斎藤　高順）
 ディエス·ナタリス（H.ハンソン）

〈Ⅱ部〉 Pops Stage
 Strike up the Band 客演指揮　本間　　篤
 Feels So Good
 Clarinet Polka Samba
 Sousa March Medley

〈Ⅲ部〉 Stage Drill
 “Fantastic Movement” D.M.　奥村　俊哉
  G.C.　水嶋富美子

第12回　定期演奏会 1985年12月22日（日）　八幡市文化センター大ホール
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〈Ⅰ部〉 Original & Arrange Stage
 フローレンティナー マーチ（J.フチーク） 指揮　櫻場　　浩
 ロシアのクリスマス音楽（A.リード）
 ソワレ·ムジカールより
 ロッシーニの主題によるⅠ.Ⅳ. V （B.ブリテン） 客演指揮　上埜　　孝
 ハーリ·ヤーノシュ組曲よリ Ⅱ. Ⅳ.Ⅵ （Z.コダーイ）

〈Ⅱ部〉 Pops Stage
 El Cumbanchero ゲスト　石川　　晶
 Corner Pocket
 Misty
 Africa
 〈Ⅲ部〉Stage Drill
 “Passion Grace & Fire” D.M.　杉阪　英明
 G.C.　福田　幸子

第13回　定期演奏会 1986年12月21日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Stage
 チルドレンズサークル（小杉　卓也） 指揮　重松　　庸
 イギリス民謡組曲（R.V.ウィリアムズ）
 ファンファーレ、バラード & ジュビリー（C.T.スミス）

〈Ⅱ部〉 Arrange Stage
 詩人と農夫（Fr.V.スッペ） 客演指揮　上埜　　孝
 ハンガリー舞曲 No.1 No.7 No.5 （J.ブラームス）
 組曲「火の鳥」より（I.ストラヴィンスキー）
 魔王カスチェイら一党の凶悪な踊り
 終曲

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 Cannel 1 Suite D.M.　義平　雅夫
 G.C.　福田　幸子

第14回　定期演奏会 1987年12月20日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 交響的舞曲 第3番 “祭り”（C.ウィリアムス） 指揮　梅田　宗典
 トロンボーンとウィンドオーケストラのための“コソチェルティーノ”（L.E.ラルソン）
  トロンボーン独奏　井谷　昭彦
 吹奏楽のための交響的祭り（A.ランニング） 指揮　若林　義人

〈Ⅱ部〉 Pops Stage
 Four Brothers 客演指揮　建部　知弘
 ブルーレディーに赤いバラ
 酒とバラの日々
 Star Dust
 Swanee
 Trumpet Blues & Cantabile

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 Winter Presents for you～I love you D.M.　海野　永久
 G.C.　北川　敬子

第15回　定期演奏会 1988年12月18日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 Festival Variations （C.T.スミス） 指揮　大井　　洋
 「小組曲」　1．小舟にて

2．行列
3．メヌエット
4．バレエ（C.ドビュッシー） 指揮　上埜　　孝

 管弦楽の為の三つの交響的素描「海」より
 第三楽章「風と海との対話」（C.ドビュッシー）

〈Ⅱ部〉 Pops Stage
 アランフェス 客演指揮　岩井　直溥
 Lover Come Back to Me.
 ハングリー·ラプソディ
 枯葉
 ボレロ in Pops

〈Ⅲ部〉 Drill Stage
 Dramatic Scene D.M.　室矢　直人
 G.C.　橋本　早苗

第16回　定期演奏会 1989年12月21日（火）　八幡市文化センター大ホール
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〈Ⅰ部〉 I HOPE I GET IT 指揮　林　　正敏
 WHO AM I ANYWAY?
 僕にもやれるさ
 AT THE BALLET
 愛は消えない
 ONE~君だけは（フィナーレ）

〈Ⅱ部〉 アルメニアンダンス·パートⅠ（A.リード）
 ヴァルドレス（J.ハンセン）
 大阪俗謡による幻想曲（大東　裕） 客演指揮　丸谷　明夫

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show D.M.　酒井　雅樹
 あなたしか見えない G.C.　古谷　重子

第17回　定期演奏会 1990年12月23日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 リバティーファンファーレ(J.ウィリアムズ)
 管楽器と打楽器のための交響曲(J.H.ダウニング) 指揮　長江　　健
 大序曲「1812年」(P.チャイコフスキー) 指揮　若林　義人

〈Ⅱ部〉 Pops Stage
 Boa tarde, senharitas
 Brazil
 Desafinada
 Fly me to the moon
 Mas Que Nada
 Mambo Medley

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 Are you going with me? D.M.　吉田　公一
 ~さよならが言葉にならない~ G.C.　奥田たか子
 藤原香世子

第18回　定期演奏会 1991年12月23日（月・祝）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 歌劇「ローエングリン」より（R.ワーグナー） 指揮　若林　義人
 第3幕への前奏曲
 ティンパニとバンドのための“ソナチネ”（A.N.チェレプニン）  ティンパニ独奏　宅間　　斉
 組曲「仮面舞踏会」より　（A.ハチャトゥリアン）
 Ⅰ. Waltz　Ⅳ Romance　V Galop
 歌劇「ローエングリン」より（R.ワーグナー）
 エルザの大聖堂への行列

〈Ⅱ部〉 Pops Stage “MIND SCREEN”
 2001年宇宙の旅:メインテーマ 指揮　長江　　健
 イン·ザ·ムード
 アラビアのロレンス
 慕情
 カウボーイ

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 My Heart For Next Generation  D.M.　河本　寿英
 G.C.　奥　　千里

第19回　定期演奏会 1992年12月18日（金）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Arrange Stage
 祝典序曲 作品96（D.ショスタコーヴィチ） 指揮　若林　義人
 組曲「ドリー」 作品56より（G.フォーレ） 草野謙太郎
 Ⅰ　子守歌
 Ⅱ　ミーアーウ
 Ⅳ　スペイン風舞曲
 管弦楽のための3つの交響的素描“海”より（C.ドビュッシー）
 第三楽章　風と海との対話

〈Ⅱ部〉 Original Stage
 吹奏楽のための序曲 作品24（F.メンデルスゾーン） 客演指揮　木村　吉宏
 リンカーンシャーの花束（P.A.グレンジャー）
 華麗なる舞曲（C.T.スミス）

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 Eternal Melody D.M.　 吉田　周晃
 G.C.　 辰己　弥生

第20回　定期演奏会 1993年12月23日（木・祝）　八幡市文化センター大ホール
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〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 NEWSREEL （W.シューマン） 指揮　若林　義人
 歌劇「カヴァレリア·ルスティカーナ」間奏曲（P.マスカーニ） 松井　強介
 歌劇「椿姫」より第一幕への前奏曲（G. ヴェルディ） 
 パガニーニの主題による幻想変奏曲（J.バーンズ）
 吹奏楽のためのラプソディー（外山　雄三）

〈Ⅱ部〉 Pops Stage
 Tuning Up 客演指揮　建部　知弘
 Corner Pocket
 Round Midnight
 Moon River
 Rockin' In Rhythm

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 音楽畑 D.M.　村上　吉範
 G.C.　戸田　　謹

第21回　定期演奏会 1994年12月24日（土）　宇治市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Stage Marching Show D.M.　吉川　岳彦
 GROOVIN’ HIGH! G.C.　元田　雅美

〈Ⅱ部〉 Pops Stage“MELODY MAKERS”
 そり滑り 指揮　長谷川　浩
 クラリネット·キャンディー
 忘れられし夢
 舞踏会の美女
 タイプライター
 紙やすりのバレー
 子猫のワルツ
 トランペット吹きの休日

〈Ⅲ部〉 Original Arrange Stage
 トーチダンス（J.バーンズ） 指揮　若林　義人
 マリンバと吹奏楽のためのコソチェルティーノ （A.リード） マリンバ独奏　早坂　雅子
 シンフォニエッタより 第3、第5楽章（L.ヤナーチェク）

第22回　定期演奏会 1995年12月３日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 A New Song（小杉　卓也） 指揮　若林　義人
 吹奏楽のための抒情的“祭”（伊藤　康英）
 小組曲（C.ドビュッシー）
 バラード （H.トマジ） サクソフォン独奏　前田　昌宏

〈Ⅱ部〉 久石　譲　曲集
 The legend of wind 指揮　高村　孝史
 Gram’ma Dola
 Tango X.T.C
 大いなる伝説
 Tasmania Story

〈Ⅲ部〉 Stage Marching Show
 De Profundis D.M.　土居　　純
 G.C.　林　　裕太

第23回　定期演奏会 1996年12月19日（木）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 トッカータとフーガ　ニ短調（J.S.バッハ） 指揮　若林　義人
 日本民謡組曲　わらべ唄 松岡　志郎
 吹奏楽のための交響曲　交響曲第6番（V.パーシケッティ）
 交響詩“ローマの松”より「アッピア街道の松」（O.レスピーギ）
 

〈Ⅱ部〉 Pops Stage “George Gershwin 99th”
 STRIKE UP THE BAND 客演指揮　建部　知弘
 SWANEE
 I GOT RHYTHM
 PORGY AND BESS SELECTION
 

〈Ⅲ部〉 STAGE OF ARTS D.M.　中沼　高行
 G.C.　辻野和歌子

第24回　定期演奏会 1997年12月23日（火・祝）　八幡市文化センター大ホール
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〈Ⅰ部〉 Original Arrange Stage
 「瞬間（とき）の記憶」～ウィンド・オーケストラのために～（建部　知弘） 客演指揮　建部　智弘
 ケルト・ラプソディ―　～3つのアイルランド民謡～ 指揮　若林　義人
 ローマの祭り（O.レスピーギ） 南　　大輔
 交響詩“ローマの松”より「アッピア街道の松」（O.レスピーギ）

〈Ⅱ部〉 STAGE OF ARTS D.M.　塩見　直之
 G.C.　松下ひろみ

第25回　定期演奏会 1998年12月23日（水・祝）　八幡市文化センター大ホール

〈Ⅰ部〉 Original Stage 指揮　若林　義人
 スター・パズル・マーチ（小長谷　宗一） 客演指揮　建部　智弘
 シンフォニックソング（R.R.ベネット） 
 パガニーニの主題による幻想変奏曲（J.バーンズ）

〈Ⅱ部〉 Arrange Stage
 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲（G.ヴェルディ）
 トランペット協奏曲（A.アルチュニアン） トランペット独奏　早坂　宏明
 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」（C.オルフ）
 ・おお、運命よ ・若者と乙女がいたら
 ・運命は傷つける ・おいで、おいで
 ・春の訪れ ・ゆれ動く、わが心
 ・踊り ・楽しい季節
 ・店の人よ、私に紅を下さい ・私のいとしい人
 ・輪になって踊る ・たたえよ美しきものよ
 ・世界が吾がものとなるとも ・おお、運命よ
 ・愛の神はいずこにも飛び来たり

第26回　定期演奏会 1999年12月18日（土）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 Original Stage 指揮　若林　義人
 交響的序曲（J.バーンズ）
 パストラーレ（C.ウィリアムス）
 イースト・コーストの風景（N.ヘス）

〈Ⅱ部〉 Arrange Stage 客演指揮　前田　昌宏
 狂詩曲「スペイン」（E.シャブリエ）
 ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク）
 交響詩「ローマの松」（O.レスピーギ）
 Ⅰ．ボルゲーゼ荘の松
 Ⅱ．カタコンブ付近の松
 Ⅲ．ジャニコロの松
 Ⅳ．アッピア街道の松

第27回　定期演奏会 2000年12月23日（土・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 おおみそか（酒井　格） 指揮　若林　義人
 レジェンド（J.バーンズ）
 アルメニアン・ダンス　パート１（A.リード）

〈Ⅱ部〉 風紋―原典版―（保科　洋） 客演指揮　保科　　洋
 バレエ音楽《白鳥の湖》（P.I.チャイコフスキー） 
 ・序奏
 ・第１幕 第１曲　情景
 ・第２幕 第10曲　情景
 ・第３幕 第15曲
  第17曲　情景：賓客たちの退場とワルツ
  第18曲　情景
  第21曲　スペインの踊り
  第23曲　マズルカ
 ・第４幕　第29曲　フィナーレの情景

第28回　定期演奏会 2001年12月22日（土）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
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〈Ⅰ部〉 Original Stage 客演指揮　建部　知弘
 行進曲「海辺の道」（酒井　格）
 間奏曲（建部　知弘）
 フランス組曲（D.ミヨー）
 Ⅰ．ノルマンディー
 Ⅱ．ブルターニュ
 Ⅲ．イル・ド・フランス
 Ⅳ. アルザス・ロレーヌ
 Ⅴ．プロヴァンス
 アスペン・ジュビリー（R.ネルソン）

〈Ⅱ部〉 Arrange Stage 指揮　若林　義人
 グヴァンドリーヌ序曲（E.シャブリエ）
 フルートと管弦楽のためのコンチェルティーノ（C.シャミナーデ） フルート独奏　竹林　秀憲
 大序曲「１８１２年」（P.I.チャイコフスキー）

第29回　定期演奏会 2002年12月23日（月・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 オリエント急行　（P.スパーク） 指揮　若林　義人
 カンタベリーコラール　（J.ヴァン・デル・ロースト）
 ハリソンの夢　（P.グレアム）

〈Ⅱ部〉 ユーフォニアムコンチェルト（M.エレビー） ユーフォニアム独奏　外囿祥一郎
 Ⅰ. Fantasy
 Ⅱ. Capriccio
 Ⅲ. Rhapsody（for Luis）
 Ⅳ. Diversions

〈Ⅲ部〉 詩人と農夫（F.スッペ） 客演指揮者　建部　知弘
 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より第二組曲
 ―夜明け・パントマイム・全員の踊りー（M.ラベル）

第30回　定期演奏会 2003年12月23日（火・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 七五三（酒井　格） 指揮　若林　義人
 Illumination ～若き日への蜃気楼～（保科　洋）
 玻璃ぷりずむ～吹奏楽のためのテクナル・ミニマリズム～（中橋　愛生）
 （委嘱作品・初演）

〈Ⅱ部〉 喜歌劇「軽騎兵」序曲（F.V.スッペ）
 「ハンガリー舞曲」より　第1番、第7番（J.ブラームス）
 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」（M.アーノルド）
 Ⅰ. LONDON PLELUDE
 Ⅱ. ROMANTIC INTERLUDE
 Ⅲ. HAPPY ENDING
 

第31回　定期演奏会 2004年12月23日（木・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 行進曲「山辺の道」（酒井　格） 指揮　若林　義人
 リュートのための古い舞曲とアリア　第3組曲より 　竹林　秀憲
 1楽章　イタリアーナ
 2楽章　パッサカリア（O.レスピーギ）
 エンディミオンの眠り（本邦初演）（樽屋　雅徳）
 

〈Ⅱ部〉 歌劇「サムソンとデリラ」より　バッカナール（C.サン＝サーンス）
 WINDS　ユーフォニアムと吹奏楽のために（村田　陽一） ユーフォニアム独奏　外囿祥一郎
 組曲「惑星」より　木星―快楽の神―（G.ホルスト）
 

第32回　定期演奏会 2005年12月23日（金・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
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〈Ⅰ部〉 ダンス・セレブレーション（建部　知弘） 指揮　若林　義人
 吹奏楽のための第一組曲　変ホ長調　作品２８a（G.ホルスト）
 波の通り道（酒井　格）

〈Ⅱ部〉 サクソフォン協奏曲（H.トマジ） サクソフォン独奏　須川　展也
 

〈Ⅲ部〉 喜歌劇「美しきガラテア」序曲（F.V.スッペ）
 歌劇「イーゴリ公」より　ダッタン人の踊り（A.ボロディン）
 

第33回　定期演奏会 2006年12月23日（土・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 シンフォニック・ファンファーレ（M.キャンプハウス） 指揮　若林　義人
 古いアメリカ舞曲による組曲（R.ベネット）
 ちびクラと吹奏楽の為のちっちゃな協奏曲（酒井　格） クラリネット独奏　小谷口　直子
 また一緒（酒井　格）

〈Ⅱ部〉 天国と地獄（J.オッフェンバック）
 パガニーニの主題による幻想変奏曲（J.バーンズ）
 威風堂々　第一番（E.エルガー）

第34回　定期演奏会 2007年12月23日（日・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 大仏と鹿（酒井　格） 指揮　若林　義人
 夜空を輝らすオリオンの月の小舟（樽屋　雅徳）
 スイ（本邦初演）（石毛里香）
 藍色の谷（酒井　格）
 

〈Ⅱ部〉 劇「ローエングリン」第三幕への前奏曲（R.ワーグナー）
 ラプソディア・ボレアリス（S.ヒュルガーア） 客演 トロンボーン奏者　岡本　　哲
 吹奏楽のためのラプソディー（外山　雄三）

第35回　定期演奏会 2008年12月23日（火・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ） 賛助出演　大津シンフォニックバンド
 イギリス民謡組曲　（R.V.ウィリアムズ） 指揮　若林　義人
 風紋（原典版）　（保科　洋）
 アルメニアンダンス・パートⅠ（A.リード）
 

〈Ⅱ部〉 ウィリアム・テル序曲（G.ロッシーニ）
 トランペット協奏曲（A.アルチュニアン） トランペット独奏　飯塚　一郎
 交響曲第5番『革命』より第4楽章（D.ショスタコーヴィチ）

第36回　定期演奏会 2009年12月23日（水・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
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〈Ⅰ部〉 Six Sticks（小長谷　宗一） 指揮　若林　義人
 Bye Bye Violet（井澗　昌樹）
 Meltin’ Blue ～青と碧の交わる島（長野　雄行）
 導入部
 第一楽章　めんそーれ
 第二楽章　空と海の交わるところ
 第三楽章　うちなーのてぃだ
 てぃーだ（酒井　格）
 

〈Ⅱ部〉 交響詩「フィンランディア」作品２６の7（J.シベリウス）
 ティンパニ協奏曲〔初演〕（酒井　格） 客演 打楽器奏者　中谷　　満
 大序曲「１８１２年」（P.I.チャイコフスキー）
 

第37回　定期演奏会 2010年12月25日（土）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 大仏と鹿（酒井　格） 指揮　若林　義人
 タンタンー太陽の神殿―（D.ブロッセ）
 シンフォニック・ノビリッシマ（R.ジェイガー）
 

〈Ⅱ部〉 キャンディード序曲（L.バーンスタイン）
 テューバ協奏曲（R.V.ウィリアムズ）
 交響詩「ローマの松」（O.レスピーギ） 客演 チューバ奏者　次田　心平

第38回　定期演奏会 2011年12月23日（金）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 フェスティバル・ヴァリエーションズ（C.T.スミス） 指揮　若林　義人
 シンフォニック・ソング（R.R.ベネット）
 マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）
 

〈Ⅱ部〉 ハンガリー狂詩曲第2番〔全曲版初演〕（F.リスト）
 ハンガリー舞曲より　第1番、第7番（J.ブラームス）
 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」（Z.コダーイ） 客演 マリンバ・ツィンバロン奏者　生頼まゆみ
 

第39回　定期演奏会 2012年12月24日（月・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

〈Ⅰ部〉 ファンファーレ・バラード＆ジュビリー（C.T.スミス） 指揮　若林　義人
 フランス組曲（D.ミヨー）
 カラフル（井澗　昌樹）
 

〈Ⅱ部〉 歌劇『椿姫』より　第一幕への前奏曲（G.ヴェルディ）
 ユーフォニアム協奏曲『皇帝』（M.ケンツビッチ） 客演 ユーフォニアム奏者　外囿祥一郎
 交響詩『ローマの祭り』
 

第40回　定期演奏会 2013年12月21日（土）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
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〈Ⅰ部〉 大学祝典ファンファーレ（P.グレイアム）
 吹奏楽のための第3組曲「バレエの情景」
 （A.リード）
 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲
 （M.ラヴェル）
 

〈Ⅱ部〉 トロンボーン協奏曲「Tbon and Jacques」
 （F.フェラン）
 ゲスト トロンボーン奏者　Jacques Mauger
 CARMINA BURANA（C.オルフ）

指揮　若林　義人
　　　児玉　知郎

〈Ⅰ部〉 大学祝典ファンファーレ（P.グレイアム）
 Faust（C.グノー）
 SOLEMNITAS（F.チェザリーニ）
 

〈Ⅱ部〉 トロンボーン協奏曲「Tbon and Jacques」
 （F.フェラン）
 ゲスト トロンボーン奏者　Jacques Mauger
 CARMINA BURANA（C.オルフ） 

〈Ⅰ部〉 フライト（C.T.スミス） 指揮　若林　義人
 日本民謡組曲「わらべ唄」（兼田　敏） 児玉　知郎
 第一楽章　あんたがたどこさ
 第二楽章　子守唄
 第三楽章　山寺の和尚さん
 アルメニアン・ダンス　パートⅠ（A.リード）
 

〈Ⅱ部〉 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲（P.マスカーニ）
 交響曲第5番「革命」より　第4楽章（D.ショスタコーヴィチ）
 トランペット協奏曲　変ホ長調（J.N.フンメル） 客演 トランペット奏者　菊本　和昭
 吹奏楽のためのラプソディ（外山　雄三）
 

第41回　定期演奏会 2014年12月23日（火・祝）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール

第42回　定期演奏会―滋賀公演―
2015年12月12日（土）
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール

〈Ⅰ部〉 祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ）
 バレエ音楽「中国の不思議な役人」より
 （B.バルトーク）
 吹奏楽のための木挽歌（小山　清茂）
 エル・カミ―ノ・レアル（A.リード）
 

〈Ⅱ部〉 トロンボーン協奏曲「Flower」（菅野　祐悟）
 客演 トロンボーン奏者　藤原功次郎
 ピアニスト　原田　恭子
 宇宙の音楽（P.スパーク）

指揮　若林　義人
　　　児玉　知郎

〈Ⅰ部〉 祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ）
 バレエ音楽「中国の不思議な役人」より
 （B.バルトーク）
 トロンボーン協奏曲「Flower」（菅野　祐悟）
  客演 トロンボーン奏者　藤原功次郎
 ピアニスト　原田　恭子
 宇宙の音楽（P.スパーク）

〈Ⅱ部〉 STAR　WARS（J.ウィリアムズ）
 ルロイアンダーソン特集（L.アンダーソン）
 ・タイプライター
 ・クラリネット・キャンディ
 ・サンドペーパーバレエ
 ・クリスマス・フェスティバル

第42回　定期演奏会―大阪公演―
2015年12月24日（木）
ザ・シンフォニーホール

〈Ⅰ部〉 THE OLYMPIC SPIRIT（J.ウィリアムズ）
 Asphalt Cocktail（J.マッキー）
 Duo Concertante《世界初演》
 （M.ケンツビッチ）
  ゲスト ユーフォニアム奏者　外囿祥一郎
  トランペット奏者　Andre Henry
 パリのアメリカ人（G.ガーシュウィン）

〈Ⅱ部〉 バレエ音楽「火の鳥」より（ストラヴィンスキー）
 GEMINI CONCERTO《世界初演》（P.スパーク）
  ゲスト ユーフォニアム奏者　外囿祥一郎
  トランペット奏者　Andre Henry
 ウエスト・サイド・ストーリーより
 「シンフォニック・ダンス」（L.バーンスタイン）

〈Ⅰ部〉 THE OLYMPIC SPIRIT （J.ウィリアムズ）
 Duo Concertante《世界初演》
 （M.ケンツビッチ）
  ゲスト ユーフォニアム奏者　外囿祥一郎
  トランペット奏者　辻本　憲一
 パリのアメリカ人（G.ガーシュウィン）

〈Ⅱ部〉 バレエ音楽「火の鳥」より（ストラヴィンスキー）
 GEMINI CONCERTO《世界初演》（P.スパーク）
  ゲスト ユーフォニアム奏者　外囿祥一郎
  トランペット奏者　辻本　憲一
 ウエスト・サイド・ストーリーより
 「シンフォニック・ダンス」（L.バーンスタイン）

指揮　若林　義人
　　　児玉　知郎

第43回　定期演奏会―滋賀公演―
2016年12月３日（土）
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール

第43回　定期演奏会―大阪公演―
2016年12月26日（月）
ザ・シンフォニーホール

第44回　定期演奏会―滋賀公演―
2017年12月10日（日）
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール

第44回　定期演奏会―大阪公演―
2017年12月25日（月）
ザ・シンフォニーホール
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サマーコンサートの記録

〈1部〉 ORIGINAL ARRANGE STAGE
 ・OVERTURE TO “CANDIDE”（作曲/レナード・バーンスタイン）
 ・FETES from "THREE NOCTURNES"（作曲/クロード・ドビュッシー）
 ・SECOND SUITE for BAND（作曲/アルフレッド・リード）
   Ⅰ．Son Montuno　Ⅱ．Tango　Ⅲ．Guaracha　Ⅳ．Paso Doble 指揮　若林　義人
 ・SINFONIA FESTIVA FOR BAND 竹林　秀憲
   Ⅰ．Fanfare　Ⅱ．Aria　Ⅲ．Toccata（作曲/アルネ・ランニング） 学生指揮　南　　大輔

〈2部〉 POPS STAGE～ポップス課題曲特集～
 ・ポップス描写曲「メインストリートで」（作曲/岩井直溥）
 ・ディスコ・キッド（作曲/東海林 修）
 ・ポップス変奏曲「かぞえうた」（作曲/岩井直溥）
 ・ポップスマーチ「すてきな日々」（作曲/岩井直溥）
 ・吹奏楽のためのシンフォニックポップスへの指標（作曲/河辺公一） 指揮　若林　義人
 ・高度な技術への指標（作曲/河辺公一） 学生指揮　南　　大輔

1998年　サマーコンサート 1998年７月４日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 "It's Mancini！"（作曲/ヘンリー・マンシーニ）
 ・刑事コロンボのテーマ
 ・子象の行進
 ・酒とバラの日々
 ・ムーン・リバー
 ・ピンク・パンサー
 ・シャレード
 客演指揮　建部　知弘

〈2部〉 STAGE OF ARTS ドラムメジャー　森　　敦彦
 ガードチーフ　岡田　直子

1999年　サマーコンサート 1999年７月３日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 American movies ～three maestri～
 ・帝国のマーチ～スターウォーズ 帝国の逆襲～（作曲/ジョン・ウィリアムズ）
 ・スーパーマンのテーマ（作曲/ジョン・ウィリアムズ）
 ・シンドラーのリスト（作曲/ジョン・ウィリアムズ）
 ・ジュラシック・パーク サウンドトラック ハイライト（作曲/ジョン・ウィリアムズ）
 ・サウンド・オブ・ミュージック メドレー（作曲/リチャード・ロジャース）
 ・ウエストサイドストーリー セレクション（作曲/レナード・バーンスタイン）
 学生指揮　末次　　崇

〈2部〉 STAGE OF ARTS ドラムメジャー　芝田　康雄
 ガードチーフ　松井　理沙

2000年　サマーコンサート 2000年７月１日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 JAZZY STAGE ～ジャズの軌跡～
 ・聖者の行進／アメリカ民謡
 ・真珠の首飾り（作曲/Alton Glenn Miller）
 ・ペンシルバニア 6-5000（作曲/Alton Glenn Miller）
 ・サンライズ・セレナーデ（作曲/Alton Glenn Miller）
 ・アメリカン・パトロール（作曲/Alton Glenn Miller）
 ・チュニジアの夜（作曲/Dizzy Gillespie）
 ・スペイン（作曲/Chick Corea　編曲/T.TATEBE）
 ・コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー（作曲/Patrick Williams　B.M.I）
 学生指揮　尾崎　雅規

〈2部〉 STAGE OF ARTS ドラムメジャー　木村　昌弘
 ガードチーフ　五十嵐正恵

2001年　サマーコンサート 2001年６月30日（土）　八幡市文化センター大ホール
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〈1部〉 FOLKSONG SELECTION ～世界の民謡～
 ・吹奏楽のための抒情的「祭」（作曲/伊藤康英）
 ・朝鮮民謡の主題による変奏曲（作曲/ジョン・バーンズ・チャンス）
 ・フィースト（作曲/ビル・ダグラス　編曲/建部知弘）
 ・幸せなら手をたたこう　アメリカ民謡（編曲/保科 洋）
 ・シリム～クレズマーラプソディー～（作曲/ピート・スウェルツ）
 ・フニクリフニクラ狂詩曲（作曲/ルイジ・デンツァ　編曲/後藤 洋）
 ・グローバル・ヴァリエーションズ（作曲/ナイジェル・ヘス）
 学生指揮　知野　恵子

〈2部〉 「湖の畔で」（作曲/酒井 格） ドラムメジャー　坊　　泰徳
 ガードチーフ　西川　優子

2002年　サマーコンサート 2002年６月29日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 Music on TV
 ・ズームイン！！朝！（作曲/宮川 泰　編曲/宮川彬良）
 ・リベルタンゴ（作曲/A.ピアソラ）
 ・キャラバンの到着（作曲/M.Legrand　編曲/木原 塁）
 ・パリは燃えているか （作曲/加古 隆　編曲/齋藤 淳）
 ・ミシシッピ組曲より（作曲/Ferde Grofe　編曲/森田一浩、瀬尾宗利）
 　２．Huckle berry Finn　４．Mardi Gras
 ・エトピリカ（作曲/葉加瀬太郎　編曲/山里佐和子）
 ・情熱大陸（作曲/葉加瀬太郎　編曲/山下国俊）
 学生指揮　上坂　健鐘

〈2部〉 ・宇宙戦艦ヤマト
 　1.序曲　2.移動要塞　3.ルガール統率の斗い　4.出撃
 　5.真っ赤なスカーフ　6.大いなる愛（作曲/宮川 泰　編曲/宮川彬良、瀬 浩明）
 ドラムメジャー　望月　基行
 ガードチーフ　泉　　有香

2003年　サマーコンサート 2003年７月５日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 和
 ・オリンピックファンファーレとテーマ（作曲/ジョン・ウィリアムズ）
 ・たなばた（作曲/酒井 格）
 ・パリの喜び（作曲/オッフェンバック）
 ・利家とまつ　メインテーマ（作曲/渡辺俊幸）
 ・美女と野獣（作曲/アラン・メンケン）
 ・パイレーツ・オブ・カリビアン（作曲/クラウス・バドレット）
 指揮　森下　智稔
 学生指揮　磯貝　　聡

〈2部〉 ～STAGE OF ROCK～Deep Purple
 1. Smoke on the water
 2. Block Night
 3. LAZY
 4. Burn
 編曲/瀬　　浩明
 ドラムメジャー　光野晋太郎
 ガードチーフ　山下　瑞恵

2004年　サマーコンサート 2004年７月３日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 Pops Stage ～theater collction～
 ・映画「Mr.インクレディブル」より（作曲/M.Giacchino　編曲/星出尚志）
 ・ミュージカル「エリザベート」より（作曲/S.Levay　編曲/西野 淳）
 ・ミュージカル「オペラ座の怪人」より（作曲/Andrew Lloyd Webber　編曲/Warren Barker）
 ・映画「酒とバラの日々」より（作曲/Henry Mancini　編曲/岩井直溥）
 ・映画「スターウォーズ」より（作曲/J.Williams　編曲/真島俊夫、星出尚志、明光院正人、小長谷宗一）
 学生指揮　松本　昇一

〈2部〉 Stage Drill Show "River dance" ドラムメジャー　宮里　哲人
 ガードチーフ　清水　陽子

2005年　サマーコンサート 2005年７月２日（土）　八幡市文化センター大ホール



103

〈1部〉 懐～Summer～
 ・ゲバゲバ90分（作曲/宮川 泰　編曲/宮川彬良）
 ・ソング・オブ・ライフ　TBS系TV『世界遺産』テーマ曲（作曲/鳥山雄司　編曲/森田一浩）
 ・あの日聞いた歌（編曲/真島俊夫）
 ・私のお気に入り（作曲/R.Rodgers　編曲/宮川彬良）
 ・吹奏楽のための第一組曲（作曲/G.ホルスト）
 指揮　竹林　秀憲
 学生指揮　高橋　　良

〈2部〉 ベルサイユのばら ドラムメジャー　勝谷　良子
 ガードチーフ　佐野　晶菜

2006年　サマーコンサート 2006年７月１日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 ・Curtain up（作曲/A.リード）
 ・故郷の空 in Swing　スコットランド民謡（編曲/福田洋介）
 ・ディズニー・クラシックス・レビュー（編曲/山里佐和子）
 ・ジュ・トゥ・ヴ（作曲/E.サティ　編曲/宮川彬良）
 ・ディスコ・キッド（作曲/東海林 修　編曲/渡部哲哉）
 学生指揮　山田　慎吾

〈2部〉 Jazz ～ベニーグッドマン～ 編曲/瀬 浩明、岩井直溥
 ドラムメジャー　林　　秀治
 ガードチーフ　山際佐代子

2007年　サマーコンサート 2007年７月７日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. 魔法にかけられて（作曲/A.メンケン　編曲/鈴木英史）
 2. ボレロっ！？（作曲/M.ラヴェル　編曲/石毛里佳）
 3. Gelato・con・Caffē（作曲/真島俊夫）
 4. You Raise Me Up（作曲/B.グラハム、R.ラヴランド　編曲/高橋宏樹）
 5.クレイジー・フォー・ユー・メドレー（作曲/G.ガーシュイン　編曲/西野 淳）
 学生指揮　酒見美紗子

〈2部〉 美女と野獣（作曲/A.メンケン）
 1. Prologue 
 2. Bell
 3. How long must this go on?
 4. Be our guest
 5. Beauty and the Beast 編曲/瀬 浩明、郷間幹男
 6. The Mob song ドラムメジャー　黒田あゆみ
 7. Transformation ガードチーフ　金谷　佐紀

2008年　サマーコンサート 2008年７月５日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. 久石譲作品集3（作曲/久石 譲　編曲/本澤なおゆき）
 2. Salut d'amor in Swing（作曲/E.エルガー　編曲/福田洋介）
 3. 情熱大陸（作曲/葉加瀬太郎　編曲/遠藤幸夫）
 4. AMAZING GRACE（編曲/井澗昌樹）
 5. ウエスト・サイド・ストーリー・セレクション（作曲/L.バーンスタイン　編曲/W.J.デュソイト）
 学生指揮　林　　祥貴

〈2部〉 宇治十帖（作曲/酒井 格）
 １. 橋姫　　７. 浮舟
 ２. 椎本　　８. 蜻蛉
 ３. 総角　　９. 手習
 ４. 早蕨　　10. 夢浮橋
 ５. 宿木 ドラムメジャー　平井　　覚
 ６. 東屋 ガードチーフ　中島　遥香

2009年　サマーコンサート 2009年７月４日（土）　八幡市文化センター大ホール
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〈1部〉 1. オーディナリー・マーチ（作曲/高橋宏樹） 指揮　3回生学生指揮　西岡　創平
 2. 汐風のマーチ（作曲/田嶋 勉） 指揮　4回生学生指揮　山本　直樹
 3. てぃーだ（作曲/酒井 格） 指揮　若林　義人
 4. エル・カミーノ・レアル（作曲/アルフレッド・リード） 指揮　若林　義人

〈2部〉 1. A列車で行こう（作曲/ビリー・ストレイホーン　編曲/岩井直溥）
 2. ヘンリー・マンシーニの想い出（作曲/ヘンリー・マンシーニ　編曲/真島俊夫）
 3. ソウル・ボサノバ（作曲/クインシー・ジョーンズ　編曲/明光院正人）
 4. マンボ・ジャンボ（作曲/ペレス・プラード　編曲/岩井直溥）
 指揮　４回生学生指揮　山本　直樹

〈3部〉 Alice In Wonderland（作曲/サミー・フェイン　編曲/井澗昌樹）
 ドラムメジャー　石田　拓海
 ガードチーフ　西村香菜子

2010年　サマーコンサート 2010年７月３日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. マーチ「ライヴリーアヴェニュー」（作曲/堀田庸元） 指揮　4回生学生指揮　西岡　創平
 2. 南風のマーチ（作曲/渡口公康） 指揮　3回生学生指揮　岡本　創太
 3. 陽はまた昇る（作曲/フィリップ・スパーク） 指揮　4回生学生指揮　西岡　創平
 4. シンフォニア・ノビリッシマ（作曲/ロバート・ジェイガー） 指揮　若林　義人

〈2部〉 1. 青春の輝き（作曲/リチャード・カーペンタージョン・ベティスアルバート・ハモンド　編曲/森田一浩）
 2. コンチェルト・グロッソ（作曲/天野正道）
 3. Salute to American Jazz（編曲/サミュエル・ネスティコ）
 4. Imagine（作曲/ジョン・レノン　編曲/星出尚志）
 ゲスト　織田浩司（サクソフォン奏者）
 指揮　4回生学生指揮　西岡　創平

〈3部〉 CHICAGO（作曲/ジョン・カンダー、ダニー・エルフマン）
 1. Overture / And All That Jazz 
 2. Funny Honey 
 3. When You're Good to Mama
 4. Cell Block Tango
 5. All I Care About 
 6 .We Both Reached For The Gun 編曲/金山　　徹
 7. Roxie ドラムメジャー　山口　紗代
 8. Nowadays/Hot Honey Rag ガードチーフ　阿部　敬幸

2011年　サマーコンサート 2011年７月２日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. カーテンアップ！（作曲/アルフレッド・リード） 指揮　4回生学生指揮　岡本　創太
 2. 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」（作曲/足立正） 指揮　4回生学生指揮　岡本　創太
 3. さくらのうた（作曲/福田洋介） 指揮　若林　義人
 4. マードックからの最後の手紙（作曲/樽屋雅徳） 指揮　若林　義人

〈2部〉 1. マンテカ（作曲/ディジー・ガレスピー　編曲/金山 徹）
 2. 真夏の夜の夢（作曲/松任谷由実　編曲/星出尚志）
 3. イパネマの娘（作曲/アントニオ・カルロス・ジョビン　編曲/天野正道）
 4. マンボNo.5（作曲/ダマソ・ペレス・プラード　編曲/岩井直愽）
 ゲスト　橋田“ペッカー”正人（打楽器奏者）
 指揮　4回生学生指揮　岡本　創太

〈3部〉 阿久悠～昭和を代表する作詞家～
 1. 津軽海峡冬景色　石川さゆり
 2. 勝手にしやがれ　沢田研二
 3. ピンクレディーメドレー　ピンクレディー
 4. 契り　五木ひろし 編曲/金山　　徹
 5. どうにもとまらない　山本リンダ ドラムメジャー　佐藤　謙太
 6. あの鐘を鳴らすのはあなた　和田アキ子 ガードチーフ　赤松　千華

2012年　サマーコンサート 2012年７月７日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. エンターテインメント・マーチ（作曲/川北栄樹）
 2. 復興への序曲「夢の明日に」（作曲/岩井直溥）
 3. ディスコ・キッド（作曲/東海林修）
 4. 吹奏楽のための第二組曲（作曲/A.リード） 指揮　若林　義人

〈2部〉 1. サム・スカンク・ファンク（作曲/R.ブレッカー　編曲/天野正道）
 2. ジョージア・オン・マイ・マインド（作曲/H.カーマイケル　編曲/金山徹）
 3. スペイン（作曲/C.コリア　編曲/金山徹）
 4. セプテンバー（作曲/M.マッキー、A.マッキー、A.ウイルス　編曲/真島俊夫）
 ゲスト　庵原　良司（テナーサキソフォン奏者）
 指揮　4回生学生指揮　伊野　弘一

〈3部〉 Michael Jackson Collection
 1. Billie Jean 
 2. Beat It 〈Band Show）
 3. Bad 
 4. Ben 
 5. Smooth Criminal（Guard Show） 編曲/金山　　徹
 6. Thriller ドラムメジャー　溝口　優子
 7. Black Or White ガードチーフ　前田　朋美

2013年　サマーコンサート 2013年６月29日（土）　八幡市文化センター大ホール
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〈1部〉 1. ポップス描写曲「メインストリートで」（作曲/岩井直溥）
 2. ポップス変奏曲「かぞえうた」（作曲/岩井直溥）
 3. 吹奏楽のための第一組曲変ホ長調（作曲/グスターヴ・ホルスト）
 4. 吹奏楽のための第二組曲へ長調（作曲/グスターヴ・ホルスト） 指揮　若林　義人

〈2部〉 1. Soul Intro/The Chicken（作曲/Jaco Pastorius/Pee Wee Ellis　編曲/天野正道）
 2. 宿望のチカラ（作曲/村田陽一）
 3. Change of colors（作曲/村田陽一）
 4. バードランド（作曲/ Joe Zawinul　編曲/岩井直溥）
 ゲスト　村田　陽一（トロンボーン奏者、作編曲家、プロデューサー）
 指揮　4回生学生指揮　梅垣　直也

〈3部〉 Queen
 1. Don't Stop Me Now 
 2. Killer Queen
 3. Bohemian Rhapsody 編曲/金山　　徹
 4. Another One Bites The Dust ドラムメジャー　西川佐奈子
 5. We Are The Champions ガードチーフ　保坂　真理

2014年　サマーコンサート 2014年６月28日（土）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. 高度な技術への指標（作曲/河辺公一）
 2. 課題曲Ⅱマーチ「春の道を歩こう」（作曲/佐藤邦宏）
 3. 課題曲Ⅲ秘儀Ⅲ-旋回舞踊のためのヘテロフォニー（作曲/西村 朗)
 4. 課題曲Ⅳマーチ「プロヴァンスの風」（作曲/田坂直樹） 指揮　若林　義人
 5. Sinfonia Festiva（作曲/A.Running） 学生指揮　大西　　潤

〈2部〉 1. In The Mood（作曲/Joe Garland　編曲/金山 徹）
 2. Play That Funky Music（作曲/Robert Parissi　編曲/Gordon Goodwin）
 3. Pick Up The Pieces（作曲/Average White Band　編曲/金山 徹）
 4. Get It On（作曲/Bill Chase　編曲/金山 徹） 学生指揮　大西　　潤

〈3部〉 Show Time～You can't stop the beat～
 1.In The Stone
 2. Jailhouse Rock （Band Show） 
 3. Layla （Guard Show） 
 4. STOMP Show 
 5. Yesterday 編曲/金山　　徹
 6. Burn ドラムメジャー　木久　　恵
 7. Open Arms ガードチーフ　吉田　貴恵

2015年　サマーコンサート 2015年６月28日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. ドラゴンバレー序曲（作曲/金山徹）
 2. 課題曲1マーチ「スカイブルー・ドリーム」（作曲/矢藤 学）
 3. 課題曲3ある英雄の記憶～「虹の国と氷の国」より（作曲/西村 友） 指揮　若林　義人
 4. パリのアメリカ人（作曲/G.Gershwin　編曲/金山 徹） 児玉　知郎

〈2部〉 1. A Memory of Majorca（作曲/松岡直也　編曲/金山 徹）
 2.Cuban Fantasy（作曲/R-Bryant　編曲/金山 徹）
 3.BOLERO in pops（作曲/M.Ravel　編曲/岩井直溥）
 4.Rainbow Love（作詞作曲/橋田“ペッカー”正人　編曲/金山 徹）
 ゲスト　橋田“ペッカー”正人（打楽器奏者）

〈3部〉 1. Rhapsody in Blue 
 2. Strike up the band（Big Band Show） 
 3. Shall we dance（Guard Show） 
 4. Porgy and Bess～Summer time～
 5. Porgy and Bess～I got plenty O’nuttin.Oh Laud,I’m on My Way～ 編曲/金山　　徹
 ドラムメジャー　林　　周平
 ガードチーフ　仲野麻奈美

2016年　サマーコンサート 2016年７月３日（日）　八幡市文化センター大ホール

〈1部〉 1. 課題曲Ⅰスケルツァンド（作曲/江原大介）
 2. 課題曲Ⅱマーチ・シャイニング・ロード（作曲/木内 涼）
 3. 課題曲Ⅲインテルメッツォ（作曲/保科 洋）
 4. 課題曲Ⅳマーチ「春風の通り道」（作曲/西山知宏）
 5. バレエ組曲「ダフニスとクロエ」第2組曲（作曲/Maurice Ravel　編曲/上埜 孝） 指揮　若林　義人
 6. 組曲「シェイクスピア・ピクチャーズ」（作曲/Nigel Hess） 児玉　知郎

〈2部〉 1. Winter Games （作曲/David Foster　編曲/和田直也）
 2. Summer（作曲/久石 譲　編曲/西條太貴）
 3. Beat （作曲/松永貴志）
 4. Run（作曲/松永貴志） 学生指揮　山副慎ノ介
 5. 「海の上のピアニスト」ハイライト （編曲/金山 徹） ゲスト　松永　貴志（ピアニスト）

〈3部〉 Les Misérables
 1. Overture 
 2. At the End of the Day 
 3. Castle on a Cloud 
 4. People's Song 
 5. The Final Battle 編曲/金山　　徹
 6. I Dreamed a Dream ドラムメジャー　一宮佐智子
 7. One Day More ガードチーフ　松内　梨沙

2017年　サマーコンサート 2017年６月25日（日）　八幡市文化センター大ホール
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自主公演の記録
龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール3年連続出場記念　北海道特別演奏会 
2001年8月29日（水）　旭川市民文化会館
2001年8月31日（金）　札幌コンサートホール Kitara

Stage1 オリジナルステージ 指揮　若林　義人
 ・スターパズル・マーチ（作曲/小長谷 宗一）
 ・Mi-na-to（作曲/酒井 格）
 ・イースト・コーストの風景（作曲/N.ヘス）

Stage2 アレンジステージ
 ・ケルト民謡による組曲（編曲/建部 知弘）
 ・トランペット協奏曲（作曲/A.アルチュニアン 編曲/上埜 孝）
 トランペット独奏　早坂　宏明、アレクセイ・トカレフ
 ・祝典序曲（作曲/D.ショスタコーヴィチ　編曲/D.Hunsberger）

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部　特別演奏会 in 福岡 
2005年9月9日（金）　アクロス福岡シンフォニーホール

〈1部〉 ・行進曲「海辺の道」（作曲/酒井 格） 指揮　若林　義人
 ・リヴァーダンス（作曲/B.ウィーラン）
 ・玻璃ぷりずむ ～吹奏楽のためのテクナル・ミニマリズム～（作曲/中橋 愛生）

〈2部〉 ・組曲「惑星」より 木星ー快楽の神ー（作曲/G.ホルスト）
 ・WINDSユーフォニアムと吹奏楽のために（作曲/村田 陽一） ユーフォニアム独奏　外囿　祥一郎
 ・大序曲「1812」（作曲/P.I.チャイコフスキー）

〈1部〉 オリジナルステージ
 1. Symphonic Fanfare（作曲/M.Camphouse）
 2. 課題曲Ⅱマーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ（作曲/一ノ瀬季生）
 3. 課題曲Ⅳコンサート・マーチ「虹色の未来へ」（作曲/郷間幹男）
 4. 課題曲Ⅲ吹奏楽のための「ワルツ」（作曲/高 昌帥）
 5. Rapsodie espagnole（作曲/M.Ravel　編曲/中村匡寿） 指揮　若林　義人
 6. The Frozen Cathedral（作曲/J.Mackey） 児玉　知郎

〈2部〉 ポップスステージ
 1. スペイン（作曲/C.Corea　編曲/金山 微）
 2. Captain Carib（作曲/L.Ritenour　編曲/金山 徹）
 3. こころのひかり（作曲/牧山純子　編曲/金山 徹）
 4. スロベニア組曲「風」（作曲/牧山純子　編曲/金山 徹） 指揮　細川　大輔

〈3部〉 マーチングステージ 
 Arabian Nights 編曲/金山　　徹
 ドラムメジャー　河瀬　綾花
 ガードチーフ　日下部優香

2018年　サマーコンサート 2018年７月８日（日）　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール
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龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部　北陸演奏会 
富山 2009年9月 4 日（金）　富山市芸術文化ホール オーバード・ホール
石川 2009年9月 8 日（火）　石川県立音楽堂
福井 2009年9月12日（土）　福井県立音楽堂 ハーモニーホールふくい

〈1部〉 ・祝典序曲（作曲/D.ショスタコーヴィチ 編曲/上埜 孝）
 ・大仏と鹿（作曲/酒井 格）
 ・ウィルソン組曲（作曲/R.W.スミス）
 ・アルメニアンダンス・パート1（作曲/A.リード）
 ユーフォニアム独奏　外囿　祥一郎

〈2部〉 ・ウエスト・サイド・ストーリー・セレクション（作曲/L.バーンスタイン　編曲/W.J.デュソイト）
 ・AMAZING GRACE（編曲/井澗 昌樹）
 ・情熱大陸（作曲/葉加瀬 太郎　編曲/遠藤 幸夫）
 ・和田アキ子コレクション（編曲/渡部 哲哉）
 ・服部良一コレクション（編曲/金山 徹）
 指揮　若林　義人

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部　全日本吹奏楽コンクール3年連続出場記念
岡山公演2013 
2013年9月16（月）　岡山シンフォニーホール（with 岡山学芸館高等学校吹奏楽部）

〈2部〉 龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮　若林　義人
 ・The March From 1941（作曲/J.ウィリアムズ　編曲/P.ラヴェンダー）
 ・ディスコ・キッド（作曲/東海林 修）
 ・ブルーレディに赤いバラ（作曲/R.Rベネット　編曲/岩井 直溥）
 ・吹奏楽のための第二組曲（作曲/A.リード）

〈3部〉 ・ユーフォニアム協奏曲「皇帝」（作曲/M.ケンツビッチ） ソリスト　外囿　祥一郎
 ・交響詩「ローマの松」よりアッピア街道の松（作曲/O.レスピーギ　編曲/木村 吉弘）
 ・You Raise Me Ｕp（作曲/R.ラヴランド　編曲/星出 尚志）
 ・宝島（作曲/和泉 宏隆　編曲/真島 俊夫）

マーチ！ マーチ！ マーチ！　Spring Concert 2017 
2017年3月26日（日）　龍谷大学 響都ホール　校友会館

〈1部〉 J.P.スーザのマーチ
 ・美中の美 指揮　井上　　学
 ・士官候補生 指揮　林　　　晃
 ・雷神 指揮　林　　　晃
 ・ワシントン・ポスト 指揮　細川　大輔
 ・海を越える握手 指揮　山副慎ノ介

〈2部〉 日本のマーチ
 ・軍艦行進曲（作曲/瀬戸口 藤吉） 指揮　児玉　知郎
 ・祝典行進曲（作曲/團 伊玖磨） 指揮　若林　義人
 ・若人の心（作曲/藤田 玄播） 指揮　林　　　晃
 ・秋空に（作曲/上岡 洋一） 指揮　山副慎ノ介
 ・ブルー・インパルス（作曲/斎藤 高順） 指揮　児玉　知郎

〈3部〉 ヨーロッパのマーチ
 ・フローレンティナー・マーチ（作曲/ユリウス・フチーク） 指揮　若林　義人
 ・ボギー大佐（作曲/ケネス・ジョゼフ・アルフォード） 指揮　林　　　晃
 ・旧友（作曲/カール・タイケ） 指揮　山副慎ノ介
 ・勝利の父（作曲/ルイ・ガンヌ） 指揮　細川　大輔
 ・アンパリト・ロカ（作曲/ハイメ・テキシドール） 指揮　井上　　学

龍谷大学吹奏楽部特別演奏会 in 高岡 
2017年9月8日（金）　高岡市民会館

〈1部〉 ・高度な技術への指標（作曲/河辺 公一） 指揮　若林　義人
 ・クラリネット・キャンディ（作曲/ルロイ・アンダーソン） 　　児玉　知郎
 ・サンドペーパー・バレエ（作曲/ルロイ・アンダーソン） 　　　山副慎ノ介
 ・マウスピース・マニア（作曲/ウェア・Ｓ・マホーン） 　　　細川　大輔
 ・サウス・ランパート・ストリート・パレード（作曲/レイ・ポーデュグ　編曲/岩井 直溥）

〈2部〉 ・スラヴ行進曲 作品31（作曲/P.I.チャイコフスキー）
 ・万葉物語（作曲/山口 景子）
 ・高岡市民の歌「ふるさと高岡」（作曲/三枝 成彰）
 ・インテルメッツォ（作曲/保科 洋）
 ・バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より夜明け、全員の踊り（作曲/M.ラヴェル　編曲/上埜 孝）
 ・SOUSA'S HOLIDAY星条旗よ永遠なれ（作曲/J.P.スーザ　編曲/真島 俊夫）

〈合同〉 ・宝島（作曲/和泉 宏隆　編曲/真島 俊夫）



108

龍谷大学吹奏楽部 創部50周年記念演奏会 in 熊本 
2018年8月31日（金）　玉名市民会館

〈龍大単独〉 ・高度な技術への指標（作曲/河辺 公一） 指揮　若林　義人
 ・クラリネット・キャンディ（作曲/ルロイ・アンダーソン） 　　児玉　知郎
 ・サンドペーパー・バレエ（作曲/ルロイ・アンダーソン） 　　米田　真一
 ・Jazz コレクション Vol.2 ～ドラえもん組曲～（編曲/金山 徹）

〈合同〉 ・陽はまた昇る（作曲/P.スパーク）
 ・アルメニアンダンス パート1（作曲/A.リード）
 ・カーペンターズフォーエバー（編曲/真島 俊夫）
 ・熊本サプライズ（作曲/ボンボ藤井）

龍谷大学吹奏楽部 創部50周年記念演奏会　飯塚公演 
2018年9月8日（土）　イイズカコスモスコモン

〈1部〉 ・シンフォニックファンファーレ（作曲/M.キャンプハウス） 指揮　若林　義人
 ・吹奏楽のための「ワルツ」（作曲/高 昌帥） 　　児玉　知郎
 ・スペイン狂詩曲より Ⅳ.祭り（作曲/M.ラヴェル　編曲/中村 匡寿）
 ・フローズン・カテドラル（作曲/J.マッキー）

〈2部〉 ・Rhapsody for Euphonium（作曲/J.カーナウ）
 ・ハーレクイン（作曲/P.スパーク）
 ・ダニーボーイ（作詞/フレデリック・ウェザリー）

〈3部〉 ・高度な技術への指標（作曲/河辺 公一）
 ・クラリネット・キャンディ（作曲/ルロイ・アンダーソン）
 ・サンドペーパー・バレエ（作曲/ルロイ・アンダーソン）
 ・Jazz コレクション Vol.2 ～ドラえもん組曲～（編曲/金山 徹）
 ・ボレロ・イン・ポップス（作曲/M.ラヴェル）
 ・宝島（作曲/和泉 宏隆　編曲/真島 俊夫）

佐賀龍谷学園 龍谷高等学校吹奏楽部とのジョイントコンサート（武雄市文化会館）
2018年９月２日（日）



駒澤大学吹奏楽部×龍谷大学吹奏楽部
東日本大震災ジョイントコンサート2011

2011年11月2日（水）  
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

ジョイントコンサート2017
〈近畿大学・東海大学・立命館大学・龍谷大学〉

2017年2月26日（日） 
立命館いばらきフューチャープラザ グランドホール

全日本吹奏楽コンクール全国大会三年連続出場記念
生駒・明浄・龍谷ジョイントコンサート

2001年6月23日（土）
奈良文化会館国際ホール

近畿大学吹奏楽部×龍谷大学吹奏楽部
ジョイントコンサート2016

2016年9月18日（日） 
近畿大学11月ホール 大ホール

三大学吹奏楽部
ジョイントコンサート2000

2000年5月6日（土）
大阪国際会議場メインホール

龍谷大学吹奏楽部×駒澤大学吹奏楽部
チャリティジョイントコンサート2013

2013年3月11日（月）
駒澤大学記念講堂

ジョイントコンサートの記録

大学ジョイントコンサート
2018 滋賀公演

2018年3月11日（日)  
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

駒澤大学吹奏楽部×龍谷大学吹奏楽部
ジョイントコンサート2017

2017年11月3日（金・祝） 
龍谷大学 響都ホール 校友会館

スイングキッズ日本ツアー・京都公演 
with 龍谷大学吹奏楽部
2017年10月18日（水）

龍谷大学 響都ホール 校友会館
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小江戸ウィンドアンサンブル
京都特別公演 2018

2018年2月12日（月・祝）
龍谷大学 響都ホール 校友会館

小江戸ウィンドアンサンブル
京都特別公演 2017
2017年3月4日（土）

龍谷大学 響都ホール 校友会館

小江戸ウィンドアンサンブル
京都特別公演 2016
2016年3月19日（土）

龍谷大学 響都ホール 校友会館

吹奏楽フェスタの記録

吹奏楽フェスタ in OSAKA
2011年8月28日（日）

NHK大阪ホール

〈出演校〉
東 住 吉 高 等 学 校
寝 屋 川 高 等 学 校
刀 根 山 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in OSAKA
2009年8月30日（日）
サンケイホール・ブリーゼ

〈出演校〉
帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校
刀 根 山 高 等 学 校
寝 屋 川 高 等 学 校
東 住 吉 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in OSAKA
2010年8月29日（日）

大阪府立体育館

〈出演校〉
東 住 吉 高 等 学 校
寝 屋 川 高 等 学 校
刀 根 山 高 等 学 校

龍谷Festa in 北陸
～東日本大震災のチャリティーコンサート～

小松

2011年9月18日(日)
こまつ芸術劇場うらら

〈出演校〉
県 立 小 松 明 峰 高 等 学 校
小 松 市 立 松 陽 中 学 校

龍谷Festa in 北陸
～東日本大震災のチャリティーコンサート～

金沢

2011年9月19日(月・祝)
本多の森ホール

〈出演校〉
県 立 金 沢 桜 丘 高 等 学 校
県 立 金 沢 錦 丘 高 等 学 校
星 稜 高 等 学 校
県 立 野 々 市 明 倫 高 等 学 校
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吹奏楽フェスタ in 奈良
2013年10月6日（日）

橿原文化会館

〈出演校〉
生 駒 中 学 校
大 宇 陀 中 学 校 合 同
高 田 高 等 学 校
登 美 ケ 丘 高 等 学 校
奈 良 朱 雀 高 等 学 校

龍谷大学吹奏楽フェスタ in 北陸
（石川会場）

2012年9月23日（日）
石川県立音楽堂
〈出演校〉

石 川 県 立 小 松 高 等 学 校
石川県立野々市明倫高等学校
尾 山 台 高 等 学 校
石川県立金沢錦丘高等学校
石川県立金沢桜丘高等学校

龍谷大学吹奏楽フェスタ in 北陸
（富山会場）

2012年9月30日（日）
富山市芸術文化ホール

（オーバード・ホール）
〈出演校〉

富 山 東 高 等 学 校
富 山 南 高 等 学 校
大 門 高 等 学 校
芳 野 中 学 校

吹奏楽フェスタin鳥取
～鳥取県の高校生と龍谷大学吹奏楽部による

東日本大震災チャリティージョイントコンサート～
2012年2月11日（土）

鳥取県立倉吉未来中心大ホール
〈出演校〉

倉 吉 西 高 等 学 校
倉 吉 東 高 等 学 校
境 高 等 学 校
境 港 総 合 技 術 高 等 学 校
鳥 取 西 高 等 学 校
米 子 北 高 等 学 校

龍谷Festa in 北陸
～東日本大震災のチャリティーコンサート～

福井

2011年9月25日(日)
福井市文化会館 大ホール

〈出演校〉
県 立 金 津 高 等 学 校
県 立 武 生 高 等 学 校
県 立 武 生 東 高 等 学 校
北 陸 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in OSAKA
2012年8月26日（日）

NHK大阪ホール

〈出演校〉
東 住 吉 高 等 学 校
寝 屋 川 高 等 学 校
刀 根 山 高 等 学 校

龍谷大学吹奏楽フェスタ in 北陸
（福井会場）

2012年9月16日（日）
福井県鯖江市文化センター

〈出演校〉
福 井 県 立 金 津 高 等 学 校
北 陸 中 学・ 高 等 学 校
福 井 県 立 武 生 東 高 等 学 校
福 井 県 立 武 生 高 等 学 校

龍谷Festa in 北陸
～東日本大震災のチャリティーコンサート～

金沢

2011年9月24日(土)
パレア若狭

〈出演校〉
県 立 敦 賀 高 等 学 校
県 立 美 方 高 等 学 校
県 立 若 狭 高 等 学 校
県 立 若 狭 東 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ inまんが王国とっとり
2012年11月11日(日)

鳥取県立倉吉未来中心大ホール

〈出演校〉

鳥 取 東 高 等 学 校
倉 吉 総 合 産 業 高 等 学 校
鳥 取 中 央 育 英 高 等 学 校
米 子 東 高 等 学 校

米 子 西 高 等 学 校
米 子 南 高 等 学 校
倉 吉 北 高 等 学 校
県 内 中 学 校 選 抜 バ ン ド

吹奏楽フェスタ in 大阪
2013年8月25日（日）

NHK大阪ホール

〈出演校〉
大 阪 府 立 香 里 丘 高 等 学 校
大 阪 学 芸 高 等 学 校
大 阪 府 立 布 施 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 広島
2013年9月14日（土）

アステールプラザ

〈出演校〉
広 島 新 庄 高 等 学 校
広 島 市 立 沼 田 高 等 学 校
広 島 国 際 学 院 高 等 学 校
比 治 山 女 子 高 等 学 校

111



吹奏楽フェスタ in 石川
2015年11月15日（日）

金沢歌劇座

〈出演校〉
遊 学 館 高 等 学 校
石川県立金沢桜丘高等学校
尾 山 台 高 等 学 校
石 川 県 立 小 松 高 等 学 校
小 松 市 立 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 徳島
2015年6月14日（日）

鳴門市文化会館

〈出演校〉
徳 島 県 立 城 北 高 等 学 校
徳 島 県 立 城 南 高 等 学 校
徳 島 県 立 城 ノ 内 高 等 学 校
徳島県立徳島商業高等学校

吹奏楽フェスタ in 大阪
2015年8月30日（日）

NHK大阪ホール

〈出演校〉
大 阪 府 立 豊 中 高 等 学 校
大 阪 府 立 三 島 高 等 学 校
東海大学付属仰星高等学校

吹奏楽フェスタ in 愛知
2013年11月10日（日）

愛知芸術文化センター

〈出演校〉
小 坂 井 高 等 学 校
成 章 高 等 学 校
桜 丘 高 等 学 校
岡 崎 北 高 等 学 校
碧 南 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 大阪
2014年8月31日（日）

NHK大阪ホール

〈出演校〉
東海大学付属仰星高等学校
大 阪 府 立 春 日 丘 高 等 学 校
大 阪 府 立 市 岡 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 奈良
2015年9月20日（日）

奈良県文化会館

〈出演校〉
奈 良 県 立 畝 傍 高 等 学 校
市 立 一 条 高 等 学 校
奈 良 県 立 高 円 高 等 学 校
奈 良 育 英 中 学 校・高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 岡山
2014年10月26日（日）
岡山シンフォニーホール

〈出演校〉
岡 山 学 芸 館 高 校
就 実 高 校
岡 山 芳 泉 高 校
岡 山 城 東 高 校

吹奏楽フェスタ in 香川
2013年10月27日（日）
アルファあなぶきホール

〈出演校〉
香川県立観音寺第一高等学校
香 川 県 立 高 瀬 高 等 学 校
香 川 県 立 丸 亀 高 等 学 校
高 松 第 一 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 愛知
2014年11月2日（日）

名古屋国際会議場センチュリーホール

〈出演校〉
愛知工業大学名電高等学校
岡 崎 北 高 等 学 校
岡 崎 商 業 高 等 学 校
岡 崎 東 高 等 学 校
春 日 井 西 高 等 学 校

蒲 郡 東 高 等 学 校
木 曽 川 高 等 学 校
成 章 高 等 学 校
大 同 大 学 大 同 高 等 学 校
石 巻 市 立 門 脇 中 学 校

吹奏楽フェスタ in 滋賀
2016年3月12日（土）
滋賀県立文化産業交流会館

〈出演校〉
滋 賀 県 立 河 瀬 高 等 学 校
近 江 高 等 学 校
滋 賀 県 立 長 浜 北 高 等 学 校
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吹奏楽フェスタ in 大阪
2016年6月12日（日）
ザ・シンフォニーホール

〈出演校〉
大 阪 市 立 高 等 学 校
大 阪 府 立 香 里 丘 高 等 学 校
精 華 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 広島
2016年9月11日（日）
広島文化学園HBGホール

〈出演校〉
広 島 県 瀬 戸 内 高 等 学 校
広 島 国 際 学 院 高 等 学 校
広 島 新 庄 中 学・ 高 等 学 校
修 道 中 学 校・修 道 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 愛知
2017年5月7日（日）

豊田市民文化会館

〈出演校〉
愛知工業大学名電高等学校
桜 丘 高 等 学 校
愛 知 県 立 木 曽 川 高 等 学 校
光 ヶ 丘 女 子 高 等 学 校
愛 知 県 立 岡 崎 東 高 等 学 校
愛 知 県 立 蒲 郡 東 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 大阪
2017年6月18日（日）
ザ・シンフォニーホール

〈出演校〉
大 阪 府 立 北 野 高 等 学 校
四 條 畷 学 園 高 等 学 校
大 阪 府 立 夕 陽 丘 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 福井
2016年10月2日（日）
ハーモニーホール福井

〈出演校〉
福 井 県 立 金 津 高 等 学 校
福 井 県 立 藤 島 高 等 学 校
鯖 江 市 中 央 中 学 校
北 陸 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 香川
2016年11月6日（日）
サンポートホール高松

〈出演校〉
香川県立高松商業高等学校
香 川 県 立 丸 亀 高 等 学 校
香川県立香川中央高等学校
香川県立観音寺第一高等学校
高 松 第 一 高 等 学 校

吹奏楽フェスタ in 奈良
2018年10月28日（日）

橿原文化会館

〈出演校〉
奈 良 県 立 生 駒 高 等 学 校
奈 良 県 立 畝 傍 高 等 学 校
奈 良 県 立 高 田 高 等 学 校
奈良県立登美ケ丘高等学校

吹奏楽フェスタ in 大阪
2018年6月10日（日）
ザ・シンフォニーホール

〈出演校〉
大 阪 府 立 市 岡 高 等 学 校
大 阪 府 立 春 日 丘 高 等 学 校
プール学院中学校・高等学校

吹奏楽フェスタ in 徳島
2018年6月10日（日）

鳴門市文化会館

〈出演校〉
徳 島 市 八 万 中 学 校
徳 島 県 立 城 南 高 等 学 校
徳 島 県 立 城 ノ 内 高 等 学 校
徳島県立徳島商業高等学校

吹奏楽フェスタ in 岡山
2018年9月16日（日）
岡山シンフォニーホール

〈出演校〉
岡 山 学 芸 館 高 等 学 校
岡山県立岡山城東高等学校
岡 山 県 立 倉 敷 南 高 等 学 校
就 実 高 等 学 校・就 実 中 学 校

吹奏楽フェスタ in 石川
2017年9月10日（日）

金沢歌劇座

〈出演校〉
津 幡 町 立 津 幡 南 中 学 校
尾 山 台 高 等 学 校
小 松 市 立 高 等 学 校
石川県立金沢桜丘高等学校
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コンクールの記録

西暦 指揮者 課題曲 自由曲 大会 会場 結果

1978 文字　清 A：ジュビラーテ（ロバート・ジェイガー） 序曲「海賊」/L.ベルリオーズ 京都府大会 京都会館第一ホール 金

1979 川上泰司
（学生） A：フェリスタス（青木進） バレエ音楽「カルタ遊び」/I.ストラヴィンスキー 京都府大会 京都会館第一ホール 銀

1980 濱田輝夫
（学生）

D：行進曲「オーバー・ザ・ギャラク
シー」（齋藤高順） パンチネルロ/A.リード 京都府大会 京都会館第一ホール 金

1982 間瀬吉浩
（学生）

A：吹奏楽のためのカプリチオ（吉
田公彦） サーカス序曲/W.シューマン 京都府大会 京都会館第一ホール 銀

1983 二井見晃
（学生）

A：吹奏楽のためのインヴェンショ
ン第1番（内籐淳一） 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」（Z.コーダイ/上埜孝） 京都府大会 京都会館第一ホール 金

1984 中谷　満 D：マーチ・オーパス・ワン（浦田健次郎） バレエ音楽「ロメオとジュリエット」（S.プロコフィエフ） 関西大会 大阪府立青少年会館 銀

1985 脇谷宏明 D：ポップステップマーチ（森田一浩） 交響的断章（V.ネリベル） 京都府大会 京都会館第1ホール 金

1986 佐渡　裕 D：コンサート・マーチ「テイク・
オフ」（建部知弘） 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」（Z.コダーイ／上埜孝） 全国大会 尼崎市総合文化センター

あましんアルカイックホール 銀

1987 花石眞人 E：マーチ「ハロー！サンシャイン」
（松尾善雄）

バレエ組曲「火の鳥」より 魔王カスチェイら一党
の凶悪な踊り、終曲（I.ストラヴィンスキー／上埜孝） 関西大会 奈良県文化会館 銀

1988 若林義人 D：カーニバルのマーチ（杉本幸一） シンフォニア・フェスティーヴァ（A.ラニング） 関西大会 和歌山県民文化会館 金

1989 若林義人 D：ポップス・マーチ「すてきな日々」
（岩井直溥）

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） 京都府大会 京都会館第1ホール 金

1990 若林義人 D：行進曲「マリーン・シティ」
（野村正憲）

交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス 
Ⅳ.主顕祭（O.レスピーギ／上埜孝） 関西大会 尼崎市総合文化センター

あましんアルカイックホール 金

1991 若林義人 C：ロックン・マーチ（藤掛廣幸） バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ
ピュレット家、タイボルトの死（S.プロコフィエフ／上埜孝） 関西大会 和歌山県民

文化会館 金

1992 若林義人 C：吹奏楽のための「クロス・バイ・
マーチ」（三善晃）

組曲「仮面舞踏会」より Ⅰ.ワルツ Ⅳ.ロマンス 
Ⅴ.ギャロップ（A.ハチャトゥリアン／上埜孝） 全国大会 仙台サンプラザ

ホール　 金

1993 若林義人 B：スター・パズル・マーチ
（小長谷宗一）

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） 全国大会 佐賀市文化会館 銀

1994 若林義人 C：饗応夫人 太宰治作「饗応夫人」
のための音楽（田村文生）

歌劇「コラ・ブルニョン」より 序曲
（D.カバレフスキー） 関西大会 吹田市文化会館

　メイシアター 金

1995 若林義人 A：行進曲「ラメセスⅡ世」（阿部勇一） シンフォニエッタより Ⅲ.Ⅳ.（L.ヤナーチェク／上埜孝） 全国大会 和歌山県民文化会館 金

1996 若林義人 V：交響的譚詩 〜吹奏楽のための
（露木正登）

スペイン狂詩曲より Ⅳ.祭り（M.ラヴェル／八
田泰一） 全国大会 倉敷市民会館 銀

1997 若林義人 Ⅲ：五月の風（真島俊夫） 楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り
（R.シュトラウス／M.ハインズレー） 関西大会 吹田市文化会館

　メイシアター 金

1998 若林義人 Ⅲ：アルビレオ（保科洋） 夜想曲より 第2楽章 祭り
（C.ドビュッシー／建部知弘） 全国大会 滋賀県立芸術劇場

びわ湖ホール 銀

1999 若林義人 Ⅱ：レイディアント・マーチ（今井聡） エル・サロン・メヒコ（A.コープランド／ハインズレー） 全国大会 郡山市民文化
センター 銀

2000 若林義人 Ⅲ：胎動の時代－吹奏楽のために
（池辺晋一郎） 組曲「惑星」より木星（G.ホルスト/建部知弘） 全国大会 東京文化会館 銀

2001 3年連続出場により休み

2002 若林義人 Ⅰ：吹奏楽のためのラメント（高昌帥） 三角の山（酒井格） 全国大会 大阪国際会議場 金

2003 若林義人 Ⅴ：マーチ「列車で行こう」（川村昌樹） 森の贈り物（酒井格） 全国大会 宇都宮市文化会館 金

2004 若林義人 Ⅴ：サード（田渕浩二） 七五三（酒井格） 全国大会 東京文化会館 金

2005 3年連続出場により休み

2006 若林義人 Ⅴ：風の密度（金井勇） 波の通り道（酒井格） 全国大会 宇都宮市文化会館 金

2007 若林義人 Ⅴ：ナジム・アラビー（松尾善雄） また一緒（酒井格） 全国大会 長野県県民文化会館 銀

2008 若林義人 Ⅴ：火の断章（井澗昌樹） 藍色の谷（酒井格） 全国大会 大阪国際会議場 金

2009 3年連続出場により休み

2010 若林義人 Ⅲ：吹奏楽のための民謡
　「うちなーのてぃだ」（長野雄行） てぃーだ（酒井格） 全国大会 愛媛県県民文化会館

（ひめぎんホール） 金

2011 若林義人 Ⅲ：シャコンヌS（新実徳英） 大仏と鹿（酒井格） 全国大会 青森市文化会館 銀

2012 若林義人 Ⅰ：さくらのうた（福田洋介） ハンガリー狂詩曲第2番
（F・リスト/井澗昌樹） 全国大会 宇都宮市

文化会館 銀

2013 ３年連続出場により休み

2014 若林義人 Ⅳ：コンサートマーチ
 「青葉の街で」（小林武夫）

交響曲第5番 より IV.
（D.ショスタコーヴィチ／上埜孝） 全国大会 新潟市民芸術文化会館

（りゅーとぴあ） 銀

吹奏楽コンクールA組
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西暦 指揮者 自由曲 大会 会場 結果

2003 竹林秀憲 組曲「仮面舞踏会」より“1楽章，4楽章，5楽章”（A.I.ハチャトリアン/上埜孝） 京都府大会 京都会館 金

2004 尾崎雅規 遮光の反映－吹奏楽のために（中橋愛生） 京都府大会 京都会館 金

2006 中橋愛生 玻璃ぷりずむ〜吹奏楽のためのテクナル・ミニマリズム（中橋愛生） 京都府大会 京都会館 金

2007 竹林秀憲 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（Ｆ.レハール/鈴木英史） 京都府大会 京都会館 金

2008 尾崎雅規 交響的断章（V.ネリベル） 京都府大会 京都会館 金

西暦 編成 曲目 会場 結果

2008 木管三重奏 テルツェット（A.ルムラン） さいたま市文化センター 金

2009 木管三重奏 詩曲II（井澗昌樹） 富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール） 金

2011 トロンボーン八重奏 恋人は私の妻になるだろう（H.L.ハスラー／S.フランク） 鹿児島市民文化ホール 銀

2012 クラリネット八重奏 「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） 三重県総合文化センター 銀

2013 クラリネット四重奏 「ソナタト短調」より Ⅰ.Ⅱ.（T.アルビノーニ／J.ティルド） 岩手県民会館 銀

2015 サクソフォン四重奏 サクソフォン四重奏曲より 第4楽章（A.ベルノー） 府中の森芸術劇場 金

2016 金管八重奏 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より Ⅴ.（G.リチャーズ） アルファあなぶきホール
（香川県県民ホール） 金

2017 クラリネット四重奏 オーディションのための6つの小品（J.Mドゥファイ） あましんアルカイックホール 金

2018 クラリネット四重奏 「サラトガトレイルズ」より Ⅰ.レッドウッズトレイル（R.ドュビュニョン） 横須賀市のよこすか芸術劇場 金

吹奏楽コンクールB組

全日本アンサンブルコンテスト  

2015 若林義人 Ⅲ：秘儀III -旋回舞踊のための
ヘテロフォニー（西村朗）

中国の不思議な役人
（B.バルトーク／上埜孝） 全国大会 札幌コンサート

ホール Kitara 金

2016 若林義人 Ⅲ：ある英雄の記憶〜
「虹の国と氷の国」より（西村友）

バレエ組曲「火の鳥」より
（I.ストラヴィンスキー／G.M.デューカー） 全国大会 金沢歌劇座 金

2017 若林義人 Ⅲ：インテルメッツォ（保科洋） バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より
（M.ラヴェル／上埜孝） 関西大会 姫路市

文化センター 金

2018 若林義人 Ⅲ：吹奏楽のための「ワルツ」
（高昌帥）

スペイン狂詩曲 より Ⅳ.祭り
（M.ラヴェル／中村匡寿） 関西大会 ひこね市

文化プラザ 金
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これまでのCD紹介

酒井格　藍色の谷　（2008）
１．大仏と鹿　　酒井 格
２．夜空を輝らすオリオンの月の小舟　　樽屋雅徳
３．愉快な行進曲　　杉浦邦弘
４．スイ　　石毛里佳
５．藍色の谷　　酒井 格
６．ラプソディア・ボレアリス　　スーレン・ヒュルガーア
７．行進曲「山辺の道」　　酒井 格
８．行進曲「威風堂々」　　エドワード・エルガー/編曲：中橋愛生

ラブ・ポップ・ウィンズβ（ベータ）
１．Happiness　編曲：林 直樹
２．愛唄/GReeeeN　編曲：原田大雪
３．ちびまる子ちゃんメドレー　編曲：山里佐和子
４．永遠にともに/コブクロ　編曲：渡部哲哉
５．LOVE POP SOUL!　作曲：福田洋介
６．Don't Stop Me Now/QUEEN　編曲：郷間幹男

ラブ・ポップ・ウィンズα（アルファー）
１．Mermaid　編曲：林 直樹
２．明日晴れるかな/桑田佳佑　編曲：石毛里佳
３．故郷の空 in swing　編曲：福田洋介
４．美しい人/平井 堅　編曲：渡部哲哉
５．千の風になって 　編曲：船本孝宏
６．Make Her Mine -Brass Rock-　編曲：郷間幹男

ラブ・ポップ・ウィンズθ（シータ）
１．サマーシーズン　編曲：黒川さやか
２．MOON RIVER　編曲：櫛田 之扶
３．アニメヒロインコレクション　編曲：渡部哲哉
４．情熱大陸コレクション　編曲：石毛里佳
５．FLY ME TO THE MOON　編曲：櫛田 之扶
６．テイクファイブ　編曲：櫛田 之扶
７．I Can't Turn Tou Loose（お前をはなさない）　編曲：金山 徹

酒井格　ティンパニ協奏曲（2010）
１．Six Sticks for Three Snare Drums and Band
　　 (小長谷宗一)
２．Bye Bye Violet (井澗昌樹)
３．Meltinʼ Blue ～青と碧の交わる島 (長野雄行)
　　導入部
　　第一楽章　めんそーれ
　　第二楽章　空と海の交わるところ
　　第三楽章　うちなーのてぃだ
４．てぃーだ (酒井 格)

５．交響詩「フィンランディア」作品26の7
　　 (ヤン・シベリウス／編曲：鈴木英史)
６．ティンパニ協奏曲 (酒井 格)
　　1st movement　Allegro tempestoso
　　2nd movement　Adagio
　　3rd movement　Allegro con brio
７．大序曲「1812年」 
　　(ピョートル・チャイコフスキー／編曲：高橋 徹)

Ｄ.ショスタコーヴィチ　交響曲第５番「革命」より（2009）
１．祝典序曲 (ドミトリ・ショスタコーヴィチ／編曲：上埜 孝)
　　賛助出演：大津シンフォニックバンド
２．イギリス民謡組曲 (レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ)
　　Ⅰ. マーチ-日曜日には17歳
　　Ⅱ. 間奏曲-マイ・ボニー・ボーイ
　　Ⅲ. マーチ-サマーセットの民謡
３．風紋(原典版) (保科 洋)
４．アルメニアンダンス・パートI (アルフレッド・リード)
５．ウィリアム・テル序曲
　　 (ジョアッキーノ・ロッシーニ／編曲：淀 彰)

６．トランペット協奏曲 
　　(アレクサンドル・アルチュニアン／編曲：上埜 孝)
７．交響曲第5番「革命」より 
　　第4楽章 アレグロ・ノン・トロッポ
　　 (ドミトリ・ショスタコーヴィチ／編曲：上埜 孝)
８．アメイジング・グレイス (編曲：井澗昌樹)
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ウィンスコセレクト～THE　PHANTOM　OF　THE　OPERA～
１．Highlights from Dreamgirls /「ドリームガールズ」よりハイライト
２．West Side Story ‒ Selections for Band /ウエスト・サイド物語－バンドのためのセレクション
３．Over the Rainbow /虹のかなたに
４．Highlights from Wicked /「ウィキッド」よりハイライト
５．ABBA on Broadway /アバ・オン・ブロードウェイ
６．The Sound of Music /サウンド・オブ・ミュージック
７．Memory from Cats /メモリー（キャッツより）
８．The Phantom of the Opera /オペラ座の怪人
９．Riverdance /リバーダンス
10．You Can't Stop the Beat from Hairspray /ユー・キャント・ストップ・ザ・ビート（ヘアスプレーより）

ウィンスコセレクト～Disney at the Movies～
１．A Disneyland Celebration/ディズニーランド50周年セレブレーション
２．Disney at the Movies/ディズニー・アット・ザ・ムービー
３．Symphonic Highlights from Pirates of the Caribbean： At World's End/交響組曲
　　「パイレーツ・オブ・カリビアン～ワールド・エンド」
４．Disney Blockbusters/ディズニー・ブロックバスターズ
５．The Lion King Soundtrack Highlights/「ライオンキング」サウンドトラックハイライト
６．Music from The Incredibles/「Mr.インクレディブル」メドレー
７．Highlights from Enchanted/「魔法にかけられて」メドレー
８．Disney at the Oscers/ディズニー・アット・ジ・オスカー
９．Selections from The Nightmare Before Christmas/「ナイトメアー・ビフォー・クリスマス」メドレー
10．A Disney March Spectacular/ディズニー・マーチ・スペクタキュラー

Ｏ.レスピーギ：交響詩「ローマの松」（2011）
1．大仏と鹿 (酒井 格)
2．タンタン -太陽の神殿- 
　　(ディルク・ブロッセ／編曲：ヨハン・デ＝メイ)
3．シンフォニア・ノビリッシマ (ロバート・ジェイガー)
4．キャンディード序曲
　　 (レナード・バーンスタイン／編曲：クレア・グランドマン)
5．テューバ協奏曲 (レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ／編曲：

山本訓久)
　　第一楽章 プレリュード
　　第二楽章 ロマンツァ

　　第三楽章 フィナーレ
6．キャリオカ (ヴィンセント・ユーマンス／編曲：岩井直溥)
7．交響詩「ローマの松」 
　　(オットリーノ・レスピーギ／編曲：木村吉宏)
　　第1曲 ボルゲーゼ荘の松
　　第2曲 カタコンブ付近の松
　　第3曲 ジャニコロの松
　　第4曲 アッピア街道の松

Ｚ.コーダイ：組曲「ハーリ・ヤーノシュ」（2012）
１．フェスティヴァル・ヴァリエーションズ
　　(クロード・トーマス・スミス)
２．シンフォニック・ソング（ロバート・ラッセル・ベネット）
　　Ⅰ.セレナーデ（Serenade）
　　Ⅱ. スピリチュアル（Spiritual）
　　Ⅲ.セレブレーション（Celebration）
３．マードックからの最後の手紙（樽屋雅徳）
４．さくらのうた（福田洋介)
５．ハンガリー狂詩曲第2番 [全曲版初演]
　　（フランツ・リスト／編曲：井澗昌樹）

６．ハンガリー舞曲集（ヨハネス・ブラームス／編曲：建部知弘）
　　第1番（Nr.1）
　　第7番（Nr.7）
７．組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
　　(ゾルターン・コダーイ／編曲：グレン・クリフ・バイナム） 
　　Ⅰ.前奏曲、おとぎ話は始まる
　　Ⅱ. ウィーンの音楽時計
　　Ⅲ. 歌
　　Ⅳ. 戦いとナポレオンの敗北
　　Ⅴ. 間奏曲
　　Ⅵ. 皇帝と廷臣たちの入場

ウィンスコセレクト～ハリウッド・マイルストーンズ～
１．ソアリング・ウィズ・ジョン・ウィリアムズ
２．レジェンド・オブ・ゾロ
３．交響組曲「ハリー・ポッター（賢者の石）」
４．戦没者への讃歌（映画「プライベート・ライアン」より）
５．ハリウッド・マイルストーンズ
６．ジョン・ウィリアムズ・スウィングス!
７．ムービー・ブロックバスターズ
８．第三の男

Ｏ.レスピーギ　交響詩「ローマの祭り」（2013）
１．ファンファーレ・バラード＆ジュビリー
　　（クロード・トーマス・スミス）
２．フランス組曲（ダリウス・ミヨー）
　　第1楽章　ノルマンディー
　　第2楽章　ブルターニュ
　　第3楽章　イル・ド・フランス
　　第4楽章　アルザス・ロレーヌ
　　第5楽章　プロヴァンス
３．カラフル（井澗昌樹）

４．歌劇「椿姫」より第一幕への前奏曲
　　（ジュゼッペ・ヴェルディ／編曲：上埜 孝）
５．ユーフォニアム協奏曲「皇帝」（マルセル・ケンツビッチ）
６．交響詩「ローマの祭り」
　　（オットリーノ・レスピーギ／編曲： 仲田 守）

第1楽章　チルチェンセス
第2楽章　五十年祭
第3楽章　十月祭
第4楽章　主顕祭
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これまでのCD紹介

ウィンスコセレクト～ミート・ザ・ビートルズ!～
１．ザ・ビートルズ：1964!
２．オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ
３．愛こそはすべて
４．ビートルズ・ゴールド
５．イエスタデイ
６．007 死ぬのは奴らだ
７．イマジン

８．ミート・ザ・ビートルズ!
９．ペニー・レイン
10．サムシング
11．ヘイ・ジュード
12．レット・イット・ビー
13．ミュージック・オブ・ザ・ビートルズ

Ｐ.スパーク：宇宙の音楽（2015）
１．祝典序曲(ドミトリ・ショスタコーヴィチ／編曲：上埜 孝)
２．バレエ音楽「中国の不思議な役人」より
　　(ベラ・バルトーク／編曲：上埜 孝)
３．吹奏楽のための木挽歌(小山清茂)
　　1楽章 主題
　　2楽章 盆踊り
　　3楽章 朝の歌
　　4楽章 終曲

４．エル・カミーノ・レアル(アルフレッド・リード)
５．トロンボーン協奏曲「Flower」(菅野祐悟／編曲：山里佐和子)
　　Ⅰ. Phantom
　　Ⅱ. As time goes by
　　Ⅲ. Flower note
６．宇宙の音楽(フィリップ・スパーク)

ウィンスコセレクト～ルロイ・アンダーソン・ポートレイト～
１．舞踏会の美女
２．クラリネット・キャンディ
３．サンドペーパー・バレー
４．ブルー・タンゴ
５．タイプライター
６．シンコペイティッド・クロック
７．忘れられし夢
８．アイルランドの洗濯女（「アイルランド組曲」より）
９．ミンストレル・ボーイ（「アイルランド組曲」より）
10．マローの道楽者（「アイルランド組曲」より）

11．夏の名残のバラ（「アイルランド組曲」より）
12．別れたあの娘（「アイルランド組曲」より）
13．踊る子猫
14．ルロイ・アンダーソン・ポートレイト
15．フィドル・ファドル
16．クリスマス・フェスティバル
17．そりすべり

ウィンスコセレクト～ジョン・ウィリアムズ・イン・コンサート～
１．オリンピックファンファーレとテーマ（ロサンゼルス五輪）
２．「ジュラシックパーク」からの音楽
３．映画「1941」のマーチ
４．交響組曲「スター・ウォーズ・エピソード1：ファントム・

メナス」
５．ジョン・ウィリアムズ・イン・コンサート
６．インディ・ジョーンズ・セレクション

７．ジョン・ウィリアムズ：4つの交響テーマより
   　ブラック・パレード
　　ニューイングランド聖歌
　　運命の戦い
　　スラヴ人の子供のためのパレード
８．スター・ウォーズ・ディスコ・マーチ

外山 雄三：吹奏楽のためのラプソディ
１．フライト(クロード・トーマス・スミス)
２．日本民謡組曲「わらべ唄」（兼田 敏）
３．アルメニアン・ダンス　パートⅠ（アルフレッド・リード）
４．歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲
　　（ピエトロ・マスカーニ／編曲：建部知弘）
５．交響曲第５番「革命」より 第４楽章
　　（ドミトリ・ショスタコーヴィチ／編曲：上埜 孝）
６．トランペット協奏曲 変ホ長調
　　（ヨハン・ネポムク・フンメル／編曲：上埜 孝）

７．NHK大河ドラマ「秀吉」メインテーマ
　　（小六 禮次郎／編曲：伊藤康英）
８．アマポーラ（ホセ・ラカジェ／編曲：小杉 比）
９．吹奏楽のためのラプソディ（外山 雄三／編曲：藤田玄播）
10．デリー地方のアイルランド民謡
　　（パーシー・グレインジャー／編曲：マーク・ロジャース）

ウィンスコセレクト～ラテン・セレクション～
１．コパカバーナ
２．セント・トーマス
３．ボサノヴァの風
４．チュニジアの夜
５．シエリト・リンド
６．エスパーニャ・カーニ
７．カリブ舞曲
８．グラナダ

９．リベルタンゴ
10．ホット・ラテン!
11．テキーラ
12．マンボ・マジック
13．スウェイ
14．オブリビオン
15．キャラバン
16．マンボ No. 5
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龍谷大学吹奏楽部CD制作秘話
第40期　幹事長　栗田　雅文

　2007年、当時まだ創業したばかりであったウインズスコア様より、同社の楽譜を演奏・録音
したCD「Love Pop Winds」のレコーディング依頼があり、当時、「Popsが下手」という課題
があった当部にとって成長する絶好のチャンスということで積極的に取り組ませていただくこと
となった。郷間社長の親指を立ててのPops指導は斬新であった。
　このレコーディングのおかげでPops演奏のレベルは格段に上がったと感じている。
　2008年には「当部の演奏をより多くの方に聴いてほしい」という想いから、カフアレコード
様の協力を得て、40周年記念CDを制作することとなり、現在に至るまで数々のCDが出版され
ている。当時は演奏技術に不安があり、若林監督からは各パートにプロに入ってもらうという提
案をいただいたが、同回生で話し合いを重ね、「なんとしてでも学生だけで演奏する」という方
針を曲げなかった。全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞した大阪の夜に若林監督と激しい口論
となり、児玉コーチになぐさめていただいたことを今でも鮮明に覚えている。翌日、若林監督か
ら「学生だけで頑張ろう」というお言葉をいただいたときは涙が出るほど嬉しかったが、同時に
強い責任感がこみ上げてきた。
　10年が経過した今、振り返ってみると数々のCDが制作されており、演奏を聴くと年ごとのカ
ラーが演奏に現れており、また、10年前よりは確実にクオリティが上がっていることを感じる
ことができることが非常に面白い。
　50周年記念CDはブレーン株式会社様、パルス株式会社様、OB・OGのご協力のおかげにより、
創部当初の演奏から今に至るまでの演奏が収録されており、音楽を通じて当部が歩んできた歴史
を体で体感することができる。
　これからも「音」を通じて、歴史と伝統を後世に伝えていってほしい。

C.オルフ：カルミナ・ブラーナ（2017）
１．大学祝典ファンファーレ（ピーター・グレイアス）
２．吹奏楽のための第３組曲「バレエの情景」（アルフレッド・リード）
３．バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲（モーリス・ラヴェル／編曲：上埜 孝）
４．SOLEMNITAS（フランコ・チェザリーニ）
５．Faust（シャルル・グノー／編曲：松本昇一）
６．トロンボーン協奏曲「Tbon and Jacques」（フェレール・フェラン）
７．Bolivar（エリック・クック／編曲：ベアトランド・モーレン）
８．CARMINA  BURANA（カール・オルフ／編曲：ジョン・クランス）

ウィンスコセレクト～シネマ・ブラス～
１．Back To The Future/バック・トゥ・ザ・フューチャー
２．The Music of Disneyland/ミュージック・オブ・ディズニーランド
３．Somewhere Out There （from An American Tail）/サムホエア・アウト・ゼア（「アメリカ物語」より）
４．Raindrops Keep Fallin' On My Head/雨にぬれても（映画「明日に向かって撃て!」より）
５．Movie Themes from 1984/1984年映画テーマ曲集
６．The Blues Brothers Revue/ザ・ブルース・ブラザーズ・レヴュー
７．The Great Escape March/大脱走マーチ
８．Otto e mezzo/8 1/2（はっか にぶんのいち）
９．Cinema Paradiso （Flexible Solo with Band）/ニュー・シネマ・パラダイス
10．The Complete Harry Potter （Themes from All Eight Movies）/コンプリート・ハリー・ポッター

Ｐ.スパーク：ジェミニコンチェルト（2016）
１．オリンピック・スピリット（ジョン・マッキー/編曲：ジェームズ・カーナウ）
２．アスファルト・カクテル（ジョン・マッキー）
３．パリのアメリカ人（ジョージ・ガーシュウィン/編曲： 金山 徹）
４．デュオ コンチェルタンテ（マルセル・ケンツビッチ）
５．ジェミニ コンチェルト（フィリップ・スパーク）
　　Ⅰ. Ritmico
　　Ⅱ. Rento
　　Ⅲ. Vivace
６．ウエスト・サイド・ストーリーより「シンフォニック・ダンス」（レナード・バーンスタイン/編曲：ポール・ラヴェンダー）

119



現在の龍谷大学吹奏楽部で使用している代表的な衣装を紹介していきます。

龍谷大学吹奏楽部といえばこの
衣装です。様々な本番で大活躍
の衣装です。

立奏形態の本番である依頼演奏
やオープンキャンパスでよく使
用します。

パ レ コ と は、パ レ ー ド コ ス
チュームの略です。その名前の
通りこの衣装は現在、パレード
の時やステージドリルの時に
使用します。

定期演奏会でよく使用する衣装で
す。スカートは巻きつけて着用す
るタイプとなっており、木管女性
のみ着用する衣装です。

定期演奏会でよく使用する男性
の衣装です。

パレードや立奏など、
様々な本番で使用する
カラーガードの代表的
な衣装です。

カラーガード編

衣装の紹介

青ブレザー 黒蝶ネクタイ、キラキラ蝶ネクタイ・サッシュ

紫パレコ、白パレコ 白化繊、黒ロングスカート

礼服 赤パレコ、白パレコ
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 幹事長
部全体、各役職の総括、管理、学内依頼演奏の窓口や祝電の管理など

 副幹事長
ステージマネージャー、バスやトラックの手配、お食事会の管理

 会計
年間総決算、援助金申請の作成、部費管理

 書記
お礼状の作成、自主公演の案内状作成、事務書類の作成

 OB事務
OB通信や保護者通信の作成、OBさんの連絡先管理

 渉外
学校外の依頼演奏の窓口

 楽器管理
青朋館の管理、楽器の保険、積み込み時の指示

 ライブラリアン
監督のスコア作り、楽譜の注文、元原譜の管理

 衣装管理
 衣装の決定や準備、衣装の作成

 ホームページ管理
 写真撮影とSNSへの更新、アカウントデータの管理

 学生指揮（インスペクター）
　選曲、本番の打ち合わせ、初見合奏の指揮、録音準備、学生と先生方
　の予定管理

 木管、金管主任 
 選曲、セッティング等、司会原稿作成、基礎合奏

 ドラムメジャー
ドリルステージの企画・演出、立奏や応援の指揮、コンテの作成

 ガードチーフ
カラーガードチームの総括、振り付け、ドリルステージの企画・演出

 企画(統括、情宣、デザイン、メディア、チケット)
各演奏会の表周り、統括や情宣、チラシやパンフレット、DVD作成、
チケット対応

 京都府大学吹奏楽連盟
連盟の会議に出席、連盟行事のお手伝い、運営

 総務
各役職のサポートや雑務、名刺の作成、プリンターのインク購入

　創部当時の龍谷大学吹奏楽部は、3回生幹部が主体で運営していましたが、9期生の頃から4回生幹部となり、その体制が長ら
く続いていました。近年は、3回生も運営に参画し、3回生、4回生の2学年が主体となって部全体を取りまとめています。
　本ページでは、役職の中には、どのような役割があるのか、どのような仕事を行っているのかをまとめました。

役職紹介
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［　Ｏ Ｂ 名 簿　］
　氏　名 （旧姓） パート

1  期
鎌　田　隆　康 トロンボーン
川　島　謙　一 クラリネット

2  期
富　田　眞　史
中　尾　勇　哲 パーカッション
山　崎　雄　二 ホルン

3  期
高　橋　秀　典 サクソフォン
松　本　久　司 トランペット

4  期
岡　野　豊　子 サクソフォン
小　林　直　子（色川） クラリネット
嶼　　　秀　誠 クラリネット
野　瀬　重　二（古橋） パーカッション
丸　田　　　学 クラリネット

5  期
伊　藤　　　真 トロンボーン
今　井　健　二 トランペット
坂　田　恵　子（福山） クラリネット
白　江　順　昭 トロンボーン
平　井　貢　二 オーボエ
三　輪　春　人 トロンボーン・チューバ
森　岡　朝　道

6  期
伊　藤　映　子（山田） クラリネット
中　井　一　裕 サクソフォン
福　本　良　樹 ユーフォニアム
細　川　公　子 クラリネット

7  期
浦　杉　栄　昭 ホルン
四十万　隆　雄 フルート
杉　野　文　篤
中　尾　玲　子 クラリネット
吉　元　譲　二 クラリネット

8  期
池　尻　博　彦 トロンボーン
岩　田　敏　夫 パーカッション
喜　多　直　哉 サクソフォン
北　村　雅　明 ファゴット
熊　谷　真喜子（中野） クラリネット
小　林　福　重 ユーフォニアム・チューバ
沢　田　博　明 トランペット
田　中　範　子（平沢） フルート
西　本　幸　治 ホルン
原　　　靖　博 クラリネット
福　井　　　稔 トロンボーン

　氏　名 （旧姓） パート
前　田　訓　良 チューバ
吉　岡　秀　和 パーカッション

9  期
岩　中　正　則 トランペット
熊　谷　法　明 ユーフォニアム
高　垣　弘　和 トランペット
林　　　浩　嗣 ホルン
三　原　　　豊 ユーフォニアム

10 期
岩　城　かおる クラリネット
占　部　智　教 トランペット
大　田　文　夫 パーカッション
大　西　敏　徳 クラリネット
金　子　理　枝（三輪） ホルン
滝　本　秀　信 トロンボーン
中　嶋　五月子 サクソフォン
長　野　洋　二 チューバ

11 期
赤　尾　きよ子（足立） フルート
浅　原　淳　子（三上） フルート
大　江　かおり（鈴木） サクソフォン
大　江　智　城 クラリネット
大　西　典　子（阿部） フルート
亀　野　鎮　久 トロンボーン
川　上　泰　司 サクソフォン
高　垣　祥　子（水尾） フルート
長　岡　史　子 クラリネット
中　西　史　郎 ユーフォニアム
仲　　　紀　弥 サクソフォン
中　橋　寛　隆 パーカッション
西　守　健　次 クラリネット

12 期
荒　木　孝　子（橋本） フルート
川　崎　英　明 ホルン
小　林　秀　紀 チューバ
小　林　美也子 ホルン
高　嶌　清　子 フルート
塚　口　美智子（大久保） クラリネット
濱　田　紀　子（棈松） クラリネット
濱　田　輝　夫 クラリネット
日　置　美奈子（横田） クラリネット
堀　山　弘　行（森岡） ユーフォニアム
宮　本　まゆ里 トランペット

13 期
明　山　晃　映 トロンボーン
上　道　郁　夫 トロンボーン
尾　山　雅　彦 サクソフォン
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　氏　名 （旧姓） パート
神　谷　良　嗣 ユーフォニアム
亀　野　晶　子（木村） クラリネット
高　田　　　亨 フルート
外　川　高　良 チューバ
豊　沢　義　彦 パーカッション
中　筋　謙　和 トランペット
箕　浦　良　信 トランペット
村　上　真由美（中田） クラリネット
森　永　隆　雄 ホルン
森　　　芳　麿 トロンボーン
山　沢　峰　忠 パーカッション

14 期
安　藤　文　子（小野） トロンボーン
熊　谷　正　明 サクソフォン
高　尾　哲　世 トランペット
中　館　一　人 パーカッション
長　野　美　映（森川） サクソフォン
南　葉　洋　子 クラリネット
野　坂　浩　子（服部) クラリネット
春　田　芳　枝 トロンボーン
本　田　理津子（小川） ホルン
増　田　琢　也 ホルン
間　瀬　吉　浩 ホルン
松　川　隆　之 パーカッション
三　好　秀　子 クラリネット

15 期
井　上　憲　洋 トランペット
轡　田　智　文 トロンボーン
工　藤　好　子（今坂） クラリネット
田　上　和　江（平田） サクソフォン
遠　山　美和子（木阪） クラリネット
中　野　良　浩 クラリネット
二井見　　　晃 ユーフォニアム
堀　部　英　彦 トロンボーン
松　本　茂　雄 トランペット
八　島　恭　子（深田） ユーフォニアム

16 期
阿　古　雅　樹 トランペット
安　藤　昭　丸 トランペット
井　上　弘　子（宮本） バトン
大　原　延　恵 パーカッション
織    子　Adams（武永） フルート
粂　田　満　世（西） フルート
佐　治　佐　江（安井） ホルン
堂　本　順　子（佐藤） クラリネット
杤　尾　賢　治 チューバ
福　田　康　治 トランペット

　氏　名 （旧姓） パート
三　谷　達　也 フルート
密　　　祐　浩 ユーフォニアム
毛　利　弘　子（北野） クラリネット
八　島　雅　彦 ホルン

17 期
上　道　美寿穂（佐野） パーカッション
大　嶽　正　則 チューバ
大　庭　美樹子（松本） クラリネット
奥　村　俊　哉 トロンボーン
川　尻　真理子（小崎） トランペット
小　畠　美　幸（岡本） サクソフォン
小　林　利　則（河股） クラリネット
竹　中　靖　雄 パーカッション
中　井　英　喜 ホルン
平　元　克　也 ホルン
松　村　浩　司 サクソフォン
松　本　徳　子（清川） フルート
松　本　俊　治 サクソフォン
村　上　宣　人 トロンボーン
森　　　茂　雄 ホルン
山　川　紀　子（石田） クラリネット
和　田　富美子（水嶋） ホルン

18 期
小　野　耕　平 トランペット
加　藤　砂恵子（武廣） パーカッション
坂　本　英　之 トロンボーン
櫻　場　　　浩 ユーフォニアム
杉　阪　英　明 サクソフォン
筒　井　　　功 クラリネット
杤　尾　真由美（藤本） フルート
二井見　由美子（蔀） クラリネット
西　口　　　勲 トランペット
廣　田　敬　順 トロンボーン
藤　澤　浩　史 パーカッション
若　江　敬　子 サクソフォン

19 期
赤　星　俊　哉 パーカッション
内　　　由香里 トロンボーン
片　岡　　　久 ユーフォニアム
重　松　　　庸 サクソフォン
土　井　清　信 ホルン
能　津　利　尚 コントラバス
福　田　幸　子 ホルン
三　谷　　　勲 トロンボーン
義　平　雅　夫 トランペット

20 期
饗　庭　純　子 クラリネット

ＯＢ名簿

※OB名簿は、代々ＯＢ事務局に残されたデータをもとに作成しています。
　万が一、表記に誤りがあった場合はご容赦ください。（事務局までご一報いただけたら幸いです。）
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　氏　名 （旧姓） パート
粟　田　三樹夫 クラリネット
粟　田　由美子（長谷川） クラリネット
梅　田　磨　紀（足立） トロンボーン
梅　田　宗　典 ホルン
海　野　永　久 トランペット
江　口　俊　之 チューバ
北　村　　　造 トランペット
来見田　宏　昭 トランペット
櫻　場　敬　子（北川） ホルン
千　先　千　春（寺林） トロンボーン
高　橋　行　仁 ホルン
中　川　治　美（横山） パーカッション
増　山　和　樹 フルート
三　谷　　　都（羽根田） クラリネット
毛　利　麻　子（金井） サクソフォン

21 期
天　春　宏　之 チューバ
安　藤　里　佐（道司） クラリネット
薄　墨　昌　澄 オーボエ
大　井　　　洋 フルート
草　深　茂　雄 フルート
佐々木　寿　子（石川） クラリネット
竹　村　紀　彦 トロンボーン
西　澤　松　見 コントラバス
野　村　広　志 トランペット
服　部　早　苗（橋本） ホルン
増　田　卓　己 チューバ
峯　松　美千恵（大野） コントラバス
村　岡　昌　恵（城） クラリネット
室　矢　直　人 クラリネット
山　西　竜　夫 パーカッション
横　江　正　登 トロンボーン

22 期
網　干　昌　人 クラリネット
安　藤　寿　彦 サクソフォン
酒　井　雅　樹 トランペット
酒　井　雅　泰 ユーフォニアム
芝　野　浩　史 パーカッション
清　水　敬　司 クラリネット
園　　　香津子（木方） トランペット
土　江　　　慎 トロンボーン
永　尾　　　進 パーカッション
林　　　正　敏 クラリネット
北　東　良　之 ホルン
松　村　重　子（古谷） フルート
矢　田　尚　三 フルート
山　口　　　仁 ユーフォニアム

　氏　名 （旧姓） パート
吉　谷　真　子（横田） フルート

23 期
井　上　知　和 コントラバス
井　上　正　也 ユーフォニアム
遠　藤　　　毅 クラリネット
大　西　哲　郎 ユーフォニアム・チューバ
大　宮　健　一 ファゴット
奥　田　たか子 クラリネット
河　瀬　　　聡 サクソフォン
北　野　孝　幸 パーカッション
木　村　有　子 クラリネット
坂　本　智　明 トランペット
佐　藤　俊　之 クラリネット
丈　野　真佐子（森本) オーボエ
辰　濱　憲　和 ホルン
辻　　　さおり サクソフォン
寺　島　雅　世（古川） パーカッション
堂　上　　　弘 クラリネット
十　川　まゆみ（中川） ホルン
中　南　里　美（和田） ファゴット
二　位　康　夫 サクソフォン
藤　原　香世子 クラリネット
矢　田　志　保（平山） トランペット
薮　下　　　悟 トロンボーン
吉　田　公　一 トロンボーン

24 期
内　田　賢太郎 ホルン
梅　原　由紀子 ホルン
河　本　寿　英 トランペット
坂　本　千　里（奥） フルート
園　　　貴　行 フルート
田　村　佳　世（富田） クラリネット
田　村　誠　基 トランペット
中　井　貴　信 トロンボーン
仲　内　達　彦 クラリネット
長　江　　　健 トランペット
西　田　智　子（宮下） クラリネット
本　田　範　子（岩崎） ホルン
薬師寺　　　徹 サクソフォン
吉　本　典　枝（河瀬） クラリネット

25 期
浅　田　陽　子（上杉） サクソフォン
井　谷　晃　子（古谷） コントラバス
上　野　太英子 コントラバス
宇　野　勝　敏 クラリネット
大　垣　涼　子（川井田） トランペット
大　崎　邦　宏 ユーフォニアム

ＯＢ名簿
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　氏　名 （旧姓） パート
小笠原　久　直 ホルン
加　藤　浄　海 パーカッション
河　本　吉　子（奥山） ホルン
北　本　博　一 チューバ
草　野　謙太郎 トロンボーン
後　藤　さとみ（鈴木） クラリネット
佐　藤　　　愛（本種） ユーフォニアム
下　野　太　一（安藤） サクソフォン
中　尾　恵　美（村上） クラリネット
中　尾　宗　弘 パーカッション
西　　　智　子 パーカッション
西　本　三津博 チューバ
林　　　知　子 トロンボーン
福　島　知　子（石川） クラリネット
本　田　　　剛 オーボエ
山　野　弥　生（辰巳） クラリネット
山　本　直　樹 トランペット
横　山　道　子 パーカッション
吉　田　周　晃 パーカッション

26 期
朝　民　香　里 トロンボーン
安　部　裕　志 トランペット
池　田　真　里 クラリネット
上　田　智　子 コントラバス
奥　田　真　紀（西本） オーボエ
川　嶌　あかね クラリネット
河　本　英三子 ホルン
小　林　大　高 フルート
中　島　亜　紀（杉本） トランペット
出　野　昌　寛 ユーフォニアム
吉　本　有　里（蔵野） サクソフォン
戸　田　　　謹 フルート
鳥　井　信　輔 コントラバス
長　野　由　美 サクソフォン
波多野　健　一 トランペット
福　嶌　香　理 クラリネット
藤　島　尚　子（森田） フルート
藤　島　裕　明 トランペット
前　川　真理子 パーカッション
松　井　強　介 ホルン
水　沢　理　恵 サクソフォン
村　上　吉　範 パーカッション
守　道　康　裕 パーカッション
安　原　理英子 クラリネット
吉　竹　範　子 クラリネット
吉　本　光　孝 ファゴット

　氏　名 （旧姓） パート
27 期

浅　田　　　覚 クラリネット
安　部　安　子（宮本） フルート
池　上　隆　一 トランペット
池　上　晃　子（東川） フルート
伊　藤　史　彦 トランペット
伊　藤　和　香（山本） ホルン
稲　田　仁　美 ユーフォニアム
井　上　浩　枝（河原林） サクソフォン
太　田　正　見 サクソフォン
大　槻　香都子（伊達） トロンボーン
岡　村　憲　秀 トランペット
片　山　久　行 パーカッション
越　川　俊　光 サクソフォン
柴　田　拓　弥 チューバ
治部田　　　務 フルート
高　倉　亜友子 クラリネット
竹　内　由香理（本） ホルン
富　岡　宏　之 トロンボーン
中　沼　夏　子（片岡） パーカッション
那　谷　玲　子 ユーフォニアム
長谷川　　　浩 トロンボーン
東　出　めぐみ（千原） サクソフォン
平　田　　　実 ホルン
福　原　純　子（木ノ山） クラリネット
舟　井　陽　子 パーカッション
古　屋　敦　隆 サクソフォン
前　田　恵　美 フルート
前　田　芳　洋 コントラバス
松　本　信　行 コントラバス
水　谷　顕　史 クラリネット
村　田　美誉子（小谷) パーカッション
元　田　雅　美 ファゴット
矢　持　智　世 パーカッション
山　口　雄　大 チューバ
山　中　陽　子（奥田） クラリネット
山　部　智　昭 トランペット
横　地　　　武 ユーフォニアム
吉　川　岳　彦 トロンボーン

28 期
石　田　智　子 クラリネット
入　江　　　泉（毛利） ホルン
小笠原　優　子（嘉戸） ホルン
岡　本　佳　絵（古田） フルート
川　亦　裕　香（松井） クラリネット
喜　入　佳　代（熊佐） トランペット
黒　木　義　雄 ホルン

ＯＢ名簿

※OB名簿は、代々ＯＢ事務局に残されたデータをもとに作成しています。
　万が一、表記に誤りがあった場合はご容赦ください。（事務局までご一報いただけたら幸いです。）
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　氏　名 （旧姓） パート
玄　島　弘　敏 オーボエ
小　嶋　真　二 トランペット
杉　田　恭　子 クラリネット
高　野　晶　子 パーカッション
高　村　孝　史 パーカッション
土　居　　　純 ホルン
土　居　千　恵（古城） サクソフォン
冨　近　洋　介 トロンボーン
中　嶋　一　美（増田） トロンボーン
西　村　典　之 ユーフォニアム
西　山　正　敏 ホルン
長谷川　佳　苗（杉本） クラリネット
服　部　乗　祐 チューバ
林　　　雅　美 トランペット
林　　　裕　太 クラリネット
東　出　二　郎 チューバ
山　田　隆　博 サクソフォン

29 期
明　井　美香子 ユーフォニアム
荒　井　祐　子（楠本） フルート
伊　藤　暢　洋 トロンボーン
大　前　　　智 ホルン
笹　倉　珠　恵（野尻） サクソフォン
澤　田　　　智（吉田） サクソフォン
高　島　宏　紀 トランペット
辻　野　和佳子 クラリネット
蔦　　　亜由美（江盛） パーカッション
堤　　　安　曇 トロンボーン
中　尾　司　光 サクソフォン
中　田　　　曉（中岡) コントラバス
中　沼　高　行 パーカッション
中　村　雅　人 クラリネット
濵　野　佳緒里（青木） クラリネット
濵　野　裕　一 トランペット
東假屋　由　美（中江） クラリネット
廣　瀬　貴　生 トロンボーン
松　岡　志　郎 ホルン
村　田　亜希子（蓑田） トランペット

30 期
浅　井　　　恵 フルート
荒　田　龍　一 トロンボーン
井　上　眞奈巳（河野） トロンボーン
岩　楯　香奈子 コントラバス
植　田　恵　子 クラリネット
樫　原　美　樹（海老坂） パーカッション
狩　野　伸　行 サクソフォン
木　村　香　織（石田） パーカッション

　氏　名 （旧姓） パート
塩　見　直　之 トランペット
柴　田　綾　子（柴原） オーボエ
杉　本　知　之 パーカッション
曽　我　裕　世（河野） トランペット
高　木　智恵子 ユーフォニアム
谷　口　准　久 クラリネット
辻　井　健　悟 トロンボーン
土　居　恭　子（小坪） トランペット
中　島　満美子（石橋） サクソフォン
二階堂　祐　子（角野） クラリネット
西　岡　智　康 コントラバス
波多野　順　一 チューバ
原　田　美由紀（西川） クラリネット
松　浦　千佳子（河合） クラリネット
松　原　賢　一 フルート
南　　　大　輔 フルート
宮　原　玄　次 チューバ
森　　　龍　洋 ホルン
山　崎　真由美 トロンボーン
山　本　知　司 トロンボーン
吉　田　ひろみ（松下） ファゴット

31 期
井　上　裕　美（亀村） クラリネット
今　井　佳　代（葛本） ファゴット
今　西　秀　彰 サクソフォン
大　谷　良　恵 フルート
大　箸　真　也 トランペット
岡　　　純　子 パーカッション
岡　田　直　子 フルート
岡　本　　　薫 ユーフォニアム
河　北　雅　代 クラリネット
木　皿　しのぶ クラリネット
栗　栖　和　重 コントラバス
小　泉　知　子（久間田） パーカッション
小　谷　真　由 ホルン
袖　山　志　保 トロンボーン
竹　村　典　子（柳本） クラリネット
田　中　竜　八 ホルン
旦　保　淳　子 クラリネット
茶　谷　忠　宏 トロンボーン
辻　　　知　里 サクソフォン
堂　園　真由子（橘） トランペット
中　地　順　子 フルート
西　尾　由　紀（川那邊） サクソフォン
羽　賀　　　幸（高松） オーボエ
橋　本　　　伸 クラリネット
日　景　幸　紀（柳瀬） パーカッション

ＯＢ名簿
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　氏　名 （旧姓） パート
平　山　正　道 チューバ
松　本　幸　子（真坂） ホルン
松　本　紘　代（岡松） フルート
三　辻　由　梨（浅岡） サクソフォン
三　好　順　子 トランペット
森　　　敦　彦 チューバ
安　井　昭　人 ユーフォニアム
山　崎　美　幸 オーボエ

32 期
石　原　恒　平 パーカッション
岩　倉　　　崇 ホルン
岩　切　圭　一（池上） トランペット
楳　谷　朋　子 オーボエ
大　西　里　穂 フルート
大　橋　美　奈 ホルン
大　矢　智　子 サクソフォン
勝　部　智　穂 クラリネット
西　条　かおり（佐藤） トロンボーン
櫻　木　厚　子 トランペット
芝　田　康　雄 ユーフォニアム
水　門　里　美（磯和） パーカッション
末　次　　　崇 チューバ
杉　本　裕　司 チューバ
田　中　美土理 トランペット
谷　村　香　奈 パーカッション
堂　園　浩　平 サクソフォン
戸　田　知　義 クラリネット
戸　田　みづえ（赤瀬） クラリネット
栃　本　貴　志 ファゴット
中　西　和　子 パーカッション
畑　中　大　蔵 クラリネット
福　村　真紀子 トロンボーン
藤　本　久美子 トロンボーン
松　田　健　治 パーカッション
松　本　考　史 トランペット
水　野　邦　亮 ホルン
森　島　理　紗（松井） コントラバス
森　田　幸　恵 トランペット
安　田　春　佳 クラリネット

33 期
五十嵐　正　恵 ファゴット
池　田　千　尋 フルート
泉　　　和　代（池田） ホルン
和　泉　　　亮 チューバ
魚　住　真　理（石川） トランペット
大　草　有　希 トランペット
尾　崎　雅　規 クラリネット

　氏　名 （旧姓） パート
尾　崎　弓　絵（田中） サクソフォン
岸　田　　　光 パーカッション
木　村　昌　弘 パーカッション
下　原　潤　也 ホルン
末　次　昌　代（奥村） トランペット
高　久　真　美（吉田） トロンボーン
谷　内　聡　美（西嶋） フルート
辻　本　和　寛 トランペット
栃　本　かおり（日朝） クラリネット
奥　田　由美子（中邨） コントラバス
沼　田　充　央 ユーフォニアム
平　山　とも子（山中） ユーフォニアム
桝　本　典　子 クラリネット
丸　谷　保　敬 トロンボーン
増　本　雅　恵（戸野） ホルン
水　野　哲　八 トランペット
御　牧　義　則 クラリネット
村　尾　泰　徳 オーボエ
山　中　百合子（松田） サクソフォン

34 期
赤　田　優　子（西川） サクソフォン
池　上　弘　子（岩切） ホルン
石　原　良　子（寺尾） サクソフォン
井　出　路　子（片山） パーカッション
井　上　恭　一 ホルン
今　井　つやか フルート
北　村　友　紀 トロンボーン
小　森　康　伸 チューバ
近　藤　　　篤 フルート
齋　藤　恵　子（知野） トランペット
澤　本　真　紀 ホルン
新　宅　知　子（鬼村） パーカッション
高　月　大　和 トランペット
瀧　井　千　賀 トロンボーン
辻　　　麻　理 フルート
徳　野　瑠　美 パーカッション
中　井　佐　和 クラリネット
中　井　美　樹 トロンボーン
福　丹　賢　史 サクソフォン
藤　原　純　子（桑村） クラリネット
坊　　　泰　徳 コントラバス
堀　口　慎　二 コントラバス
山　本　未記子（小野) パーカッション
横　山　幸　代（村井) パーカッション
山　形　壮　太 ユーフォニアム
吉　原　沙　紀 クラリネット
米　田　奈津美 オーボエ

ＯＢ名簿

※OB名簿は、代々ＯＢ事務局に残されたデータをもとに作成しています。
　万が一、表記に誤りがあった場合はご容赦ください。（事務局までご一報いただけたら幸いです。）
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　氏　名 （旧姓） パート
35 期

浅　田　豊　隆 クラリネット
石　塚　有里子 ファゴット
伊　東　隆　明 クラリネット
乾　　　善　智 トロンボーン
井　原　千　夏 トロンボーン
宇　代　勝　彦 トランペット
垂　髪　絵　美（山口） サクソフォン
大　西　由　純 コントラバス
神　田　裕　美 パーカッション
神　原　佐　知 パーカッション
北　川　恵津子（脊戸） ホルン
久　保　有　香（泉） コントラバス
栗　野　明　佳（北嶋） パーカッション
上　坂　健　鐘 フルート
斉　藤　鈴　香 サクソフォン
桜　沢　ま　ゆ（田口） クラリネット
櫻　庭　正　崇 フルート
島　田　寛　了 クラリネット
下　川　真智子 サクソフォン
白　井　亜希子 トロンボーン
関　口　佳　奈 ユーフォニアム
高　橋　真理子（村田） フルート
柘　　　彬　恵（大西） トランペット
寺　田　侑　加 クラリネット
寺　本　泰　空 コントラバス
長　田　真由子（山口） クラリネット
野　村　一　貴 ユーフォニアム
花　崎　晃　平 サクソフォン
林　　　和　憲 トロンボーン
平　松　京　子 クラリネット
藤　崎　一　成 チューバ
町　川　謙　治 チューバ
松　岡　夏　葵 オーボエ
松　本　ゆかり（黒川） クラリネット
向　井　一　之 チューバ
望　月　基　行 パーカッション
矢　根　知　美 パーカッション
山　本　寛　子 トロンボーン
吉　村　　　恵 ホルン
米　山　幸　子 クラリネット

36 期
浅　田　裕　子 ホルン
石　橋　こころ（足立） ホルン
磯　貝　　　聡 サクソフォン
井　出　路　子（片山） パーカッション
宇　代　美　奈（藤田） トランペット

　氏　名 （旧姓） パート
大　島　瑞　恵（山下） クラリネット
奥　村　沙　代 フルート
加　賀　葉　子 トランペット
河　合　真理子 コントラバス
衣　川　賢　昭（楠瀬） チューバ
木　村　紘　子 トランペット
切畑屋　有　美 クラリネット
上　坂　亜　弓（辻本） トランペット
近　藤　未　希（川西） フルート
堺　野　亜　紀（美濃） オーボエ
榊　原　由加里（山崎） サクソフォン
佐　藤　志　保 トロンボーン
杉　本　仁　美 サクソフォン
田　島　亮　介 トランペット
田　中　　　遥 パーカッション
田　矢　奈津記 サクソフォン
内　藤　早　希（吉田） トランペット
中　井　佐　和 クラリネット
永　澤　美　穂 フルート
服　部　和　音 クラリネット
廣　瀬　まど香（佐々木） ホルン
堀　　　奈保子 トロンボーン
本　徳　麻依子（中塚） フルート
前　田　亜　見 フルート
前　田　健　一 クラリネット
光　野　晋太郎 サクソフォン
御　牧　昌　弘 ユーフォニアム
柳　瀬　瑠　美（澤村） クラリネット

37 期
石　橋　秀　隆 コントラバス
市　村　武　徳 チューバ
井　上　直　子 ファゴット
上　田　健　悟 サクソフォン
大　野　　　択 パーカッション
大　前　早映佳 ホルン
岡　本　千　帆（西村） トランペット
小　椋　泰　恵 ユーフォニアム
桂　田　　　恵（杉浦） クラリネット
黄　瀬　明　子 トロンボーン
小　林　龍　生 サクソフォン
齊　藤　真　代 トランペット
島　本　麻　衣 トランペット
清　水　陽　子 フルート
杉　本　　　恵 フルート
千　賀　祥　子（木村） パーカッション
中　村　好　子 ホルン
柳　樂　由　乗 ホルン

ＯＢ名簿
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　氏　名 （旧姓） パート
西　川　実　穂 オーボエ
硲　野　み　ほ フルート
花　池　敦　子 トランペット
藤　田　一　樹 クラリネット
坊　　　真由子（入谷） クラリネット
本　多　哲　哉 チューバ
松　本　昇　一 クラリネット
松　本　り　え（生駒） クラリネット
宮　垣　志　帆 クラリネット
三　宅　奈　穂 ユーフォニアム
宮　里　哲　人 トロンボーン
八　木　友理子 ホルン
山　中　健　太 トランペット
吉　田　　　幸 パーカッション
吉　田　千　明 サクソフォン
吉　本　真　梨 クラリネット
米　澤　麗　子 パーカッション

38 期
赤　瀬　智　哉 サクソフォン
石　川　晶　菜（佐野） オーボエ
伊　藤　拓　人 トランペット
井　上　幸　代（北村） クラリネット
大　前　尚　子（大内） サクソフォン
勝　谷　良　子 パーカッション
角　橋　宗一郎 コントラバス
金　光　絵　未 トロンボーン
藏　田　明　香（近藤） クラリネット
﨑　谷　祐　子（山本） パーカッション
新　谷　美　蘭（権）　 クラリネット
清　家　亜　美 クラリネット
高　橋　綾　子 パーカッション
高　橋　　　良 トランペット
竹　重　安　之 サクソフォン
仲　嶋　恵里加 クラリネット
原　田　佳代子 フルート
原　田　由　起（西川） トロンボーン
本　多　淳　應 トランペット
三　上　弘　子 トランペット
望　月　聡　子（岸） ホルン
森　本　真　史 クラリネット
山　本　峻　也 サクソフォン

39 期
青　野　香菜子（西村） トランペット
荒　井　美　乃 クラリネット
今　江　早　希 パーカッション
岩　崎　　　翔 ホルン
占　部　涼　子 トランペット

　氏　名 （旧姓） パート
大　内　顕　乗 サクソフォン
大　澤　志　織（小川） フルート
奥　田　啓　太 トロンボーン
奥　田　早　希 クラリネット
川　畑　　　賢 ファゴット
北　村　富実子 ユーフォニアム
木　村　友　祐 トランペット
金　城　祥　子 サクソフォン
草　島　千加子 トロンボーン
楠　木　華　奈 クラリネット
千　賀　雄　介 ユーフォニアム
千　田　倫　子 クラリネット
高　木　恒　太 サクソフォン
辻　　　佳奈恵 トロンボーン
坪　田　和　幸 サクソフォン
中　川　彰　布 パーカッション
仲　澤　紘　子 パーカッション
中　野　麻　未 コントラバス
難　波　克　也 クラリネット
野　山　雅　代 ホルン
長谷川　尚　子 ユーフォニアム
長谷山　説　子 ファゴット
林　　　秀　治 フルート
伴　海　康　太 パーカッション
廣　田　彩　花 トロンボーン
福　富　太　一 トランペット
藤　敦　智　也 パーカッション
松　井　香　苗 フルート
室　岡　未　希（交久瀬） サクソフォン
森　内　壮　多 チューバ
山　内　紀　子（増田） ホルン
山　内　雅　史 チューバ
山　際　佐代子 オーボエ
山　田　慎　吾 フルート
行　武　弥　生 ホルン

40 期
明　石　祐　昌 コントラバス
東　　　　直子 トランペット
安　達　陽　介 パーカッション
有　井　　　愛 フルート
糸　柳　瑞　穂 フルート
上　田　千　草 ホルン
大　谷　麻衣子 トロンボーン
奥　田　将　仁 クラリネット
小　野　哲　也 トロンボーン
加　藤　ゆかり サクソフォン
金　谷　佐　紀 クラリネット

ＯＢ名簿

※OB名簿は、代々ＯＢ事務局に残されたデータをもとに作成しています。
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　氏　名 （旧姓） パート
川　井　満寿美 クラリネット
北　本　桂　子 パーカッション
久　山　真由子 チューバ
栗　田　雅　文 トロンボーン
黒　田　あゆみ ファゴット
酒　見　美紗子 サクソフォン
下　村　雪　菜 サクソフォン
新　宅　知　子 ファゴット
菅　原　美　咲 クラリネット
曽　根　瑠璃子 ユーフォニアム
高　嶋　彩　奈 トロンボーン
十　時　朴　生 オーボエ
中　井　里　美 ユーフォニアム
永　吉　史　尭 フルート
西　川　朋　恵 クラリネット
西　村　隼　人 パーカッション
穂　満　智　美 サクソフォン
舛　田　　　梓 トランペット
松　浦　有　希 ホルン
三　木　瑞　穂 フルート
宮　尾　直　努 パーカッション
宮　川　泰　斗 ホルン
森　　　信　明 サクソフォン
山　中　麻　貴 クラリネット
吉　田　沙　織 ホルン
米　澤　志　保 トランペット
渡　邊　香　織 クラリネット

41 期
青　山　佳　世 パーカッション
稲　谷　有充恵 フルート
岩　崎　静　香（新山） ホルン
上　田　達　郎 コントラバス
大　谷　晃　子 サクソフォン
大　西　琴　乃 オーボエ
小笠原　映　子 コントラバス
岡　村　麻里菜 クラリネット
尾　西　美穂子 トロンボーン
梶　田　　　恵 フルート
木　村　麻裕子（加藤) トランペット
北　　　恵利香 トランペット
久　保　奏　絵 サクソフォン
後　藤　泰　輔 トロンボーン
近　藤　由　佳 ファゴット
三　宮　洋　恵 ホルン
清　水　茉　耶 オーボエ
白　川　真　実 トロンボーン
田　甫　悠　人 クラリネット

　氏　名 （旧姓） パート
辰　谷　　　舞（合田) ホルン
戸　井　聡　子（瀬口） パーカッション
富　山　木綿華 クラリネット
長　田　悠　佑 クラリネット
中　西　輝　明 チューバ
中　山　麻　美 ホルン
西　川　実　香 トロンボーン
鳩　宿　由　佳 サクソフォン
林　　　祥　貴 トロンボーン
平　井　　　覚 トランペット
平　田　祐　依 クラリネット
深　田　めぐみ パーカッション
布留川　遥　香（中島） コントラバス
南　　　菜　緒 トランペット
安　田　明紗美 トロンボーン
矢　野　晴　香 フルート
渡　邉　夏　希 トランペット

42 期
青　野　弘　之 トロンボーン
新　井　雅　代 ホルン
池　田　成　希 チューバ
石　田　拓　海 コントラバス
伊　東　加　織 コントラバス
今　井　千　真 サクソフォン
岩　永　亮　祐 パーカッション
大　田　智　子 トロンボーン
大　西　加余子 パーカッション
北　浦　延　佳 ホルン
栗　林　慶　郎 トロンボーン
小　庄　由　華 クラリネット
古　瀬　龍　児 オーボエ
澤　村　宗　彦 ホルン
島　　　早　架 パーカッション
清　水　綾　華 トランペット
高　橋　みず希 フルート
高　山　あゆみ フルート
多　田　　　敦 チューバ
多　田　真　波 トランペット
田　中　元　基 トロンボーン
辻　本　未　佳 パーカッション
南　部　知　尋 フルート
西　岡　　　優（青柳） サクソフォン
西　村　香菜子 トランペット
野　田　日奈子 クラリネット
萩　森　友香梨（浅雄） クラリネット
東　谷　裕　樹 サクソフォン
藤　井　真　帆 トランペット

ＯＢ名簿
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　氏　名 （旧姓） パート
堀　　　鮎　美 クラリネット
向　井　若　葉 トランペット
武　藤　静　香（森) トランペット
武　藤　　　將 サクソフォン
村　上　由　華（小庄) クラリネット
森　園　茉　矢 ユーフォニアム
山　内　あゆみ サクソフォン
山　下　広　幸 パーカッション
山　本　直　樹 トランペット

43 期
東　　　沙　紀 クラリネット
阿　部　敬　幸 フルート
飯　國　直　子 ユーフォニアム
磯　﨑　彩　花 ホルン
宇都宮　　　平 チューバ
宇　都　　　歩 クラリネット
浦　上　弥　子 クラリネット
大　野　詩　織 ホルン
岡　崎　瑞　穂 クラリネット
岡　本　恵　美 パーカッション
掛　田　明日香 オーボエ
川　島　　　陸 パーカッション
草　竹　智　也 トロンボーン
桑　原　菜　摘 トランペット
鹿　野　沙也加 サクソフォン
砂　田　幸　穂 クラリネット
Ｄiogo Mvniz De Souza パーカッション
高　橋　由　平 チューバ
竹　内　　　強 トロンボーン
竹　本　彩　音 クラリネット
谷　　　くる実（中島） サクソフォン
土　井　　　亘 トロンボーン
中　川　雄　平 ファゴット
中　村　真　美 トランペット
西　岡　創　平 トロンボーン
西　川　紗　生 ホルン
西　村　和　紗 クラリネット
萩　原　　　慧 トランペット
林　　　優　希 サクソフォン
福　島　千　佳 サクソフォン
牧　下　由　貴 ホルン
松　本　理　花 ユーフォニアム
南　野　貴　志 トロンボーン
宮　本　麻　理 ホルン
山　口　紗　代 ユーフォニアム
吉　田　麻　実（坂本） トランペット

44 期

　氏　名 （旧姓） パート
赤　井　俊　介 サクソフォン
赤　松　千　華 サクソフォン
板　敷　　　慧 チューバ
茨　木　優　香 クラリネット
今　井　　　徹 コントラバス
今　村　充　志 パーカッション
岩　﨑　未　紗 トランペット
上　山　満里奈 トロンボーン
梅　田　早也圭 サクソフォン
梅　原　彩　智 クラリネット
岡　部　優　希 パーカッション
岡　本　創　太 パーカッション
岡　本　侑　子 パーカッション
河　田　一　優 パーカッション
木　村　あゆみ ホルン
楠　　　美　幸 クラリネット
小　池　英　貴 ファゴット
佐　藤　謙　太 パーカッション
宍　戸　桂　子 クラリネット
新　治　孝　子 クラリネット
太　期　智奈美 ホルン
高　雄　祥　子 クラリネット
高　嶋　萌　美 ユーフォニアム
立　石　裕　輔 トロンボーン
鶴　田　菜　美 トランペット
中　橋　萌　生 サクソフォン
西　川　宏　祐 クラリネット
西　川　真由美（小西） サクソフォン
西　本　摩　耶 コントラバス
野　田　睦　月 オーボエ
法　雲　摩　弥 トロンボーン
東　　　弥　生 フルート
深　澤　　　顕 トランペット
藤　川　也　実 サクソフォン
牧　山　香　奈 ユーフォニアム
松　永　アサ子 サクソフォン
吉　岡　哲　也 サクソフォン
吉　村　美　奈 トロンボーン

45 期
池　永　結　衣 チューバ
石　川　　　蓮 フルート
石　田　奏　重 トロンボーン
石　田　真　子 フルート
伊　藤　彩　乃 オーボエ
伊　野　弘　一 クラリネット
衣　斐　仁　美 ホルン
岡　田　かおり トロンボーン

ＯＢ名簿

※OB名簿は、代々ＯＢ事務局に残されたデータをもとに作成しています。
　万が一、表記に誤りがあった場合はご容赦ください。（事務局までご一報いただけたら幸いです。）
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　氏　名 （旧姓） パート
隠　岐　翔　一 トロンボーン
唐　井　周　子 パーカッション
栗　本　真　実 サクソフォン
栗　山　正太郎 チューバ
桒　澤　由香里 トランペット
後　藤　真　希 ホルン
末　吉　建　太 ファゴット
竹　内　美　友 トランペット
坪　内　祐　未 トランペット
津　村　優　花 フルート
渡　川　菜　摘 コントラバス
戸　田　彩　子 サクソフォン
飛　田　さちほ ホルン
中　澤　瑛　恵 フルート
野　崎　花　香（佐々木） トロンボーン
林　　　　　恵 トランペット
樋　口　麻　衣 クラリネット
肥　爪　淳　紗 サクソフォン
福　島　小雪里 ユーフォニアム
本　間　康　子 サクソフォン
前　田　朋　美 サクソフォン
松　井　彩　乃 ホルン
松　本　侑里香 パーカッション
溝　口　優　子 クラリネット
山　田　佑　希 トランペット
山　中　麻　由 クラリネット
山　本　絵　梨 フルート
若　林　佳　奈 パーカッション

46 期
荒　本　晃　子 トランペット
岩　崎　　　舞 クラリネット
井　上　里　紗 パーカッション
梅　垣　直　也 パーカッション
大　岡　美　里 チューバ
大　澤　泰　士 サクソフォン
太　田　　　活 トランペット
大　橋　彩　香 コントラバス
奥　村　ちはる トランペット
笠　井　友　希 フルート
木　下　　　僚 トランペット
鈴　村　晋　吾 チューバ
中　村　由　佳 トランペット
永　田　香　織 トロンボーン
難　波　亜由美 ホルン
難　波　玲　奈 チューバ
西　川　佐奈子 サクソフォン
西　澤　　　舞 パーカッション

　氏　名 （旧姓） パート
濱　田　雅　代 クラリネット
原　　　千　彰 ファゴット
藤　井　康　平 トランペット
保　坂　真　理 フルート
本　多　香　織 フルート
山　崎　彩　香 ホルン
吉　長　沙仁子 フルート
和　田　江　平 コントラバス

47 期
浅　見　さやか クラリネット
伊　藤　暢　健 トロンボーン
今　西　美　海 フルート
岩　崎　真　実 ホルン
岩　藤　千　春 ユーフォニアム
上　田　宏　平 サクソフォン
宇　野　寛　太 コントラバス
梅　野　元　気 サクソフォン
大　西　　　潤 トロンボーン
岡　部　由　佳 ホルン
小　倉　麻　衣 チューバ
小　田　有紀子 トランペット
加　藤　正　悟 トロンボーン
河　上　世　奈 ファゴット
河　田　悠　佑 コントラバス
木　久　恵　実 トランペット
京　野　七　虹 サクソフォン
教　山　了　悟 トロンボーン
窪　田　優　子 クラリネット
合　谷　柚　香 クラリネット
小　杉　瑠璃子 ユーフォニアム
後　藤　未　夏 トランペット
小　西　礼　華 パーカッション
坂　本　悠　希 フルート
作　本　由　貴 バスクラリネット
佐々木　高　明 パーカッション
佐　藤　文　俊 トロンボーン
柴　田　直　樹 クラリネット
白　坂　竜　也 サクソフォン
杉　浦　菜　帆 チューバ
瀬　田　和　樹 チューバ
武　本　愛　耶 フルート
建　石　祐　兵 パーカッション
鍔　本　訓　子 パーカッション
寺　﨑　将太郎 オーボエ
常盤井　光　志 トロンボーン
土　肥　美　里 フルート
中　川　郁　子 トロンボーン

ＯＢ名簿
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　氏　名 （旧姓） パート
永　田　亜由美 クラリネット
畑　中　遥　香 バスクラリネット
肥　爪　美　裕 パーカッション
牧　山　英　美 サクソフォン
三　浦　彩　乃 サクソフォン
源　　　智　道 ファゴット
吉　田　貴　恵 ホルン
吉　村　　　渉 ホルン

48 期
稲　生　有梨奈 トランペット
今　井　愛理子 クラリネット
臼　田　真　也 パーカッション
宇　野　和　貴 サクソフォン
惠　阪　美　佳 パーカッション
大　上　智　也 サクソフォン
大　野　　　文 フルート
大　庭　有　貴 トロンボーン
岡　田　はるな クラリネット
尾　島　愛　梨 サクソフォン
片　田　奈　七 トロンボーン
加　藤　有　里 パーカッション
川　上　未　来 ユーフォニアム
齊　藤　あ　こ ファゴット
坂　本　芽　優 クラリネット
佐々木　み　く バスクラリネット
里　中　彩　華 フルート
島　村　ありさ ファゴット
城　田　朗　生 コントラバス
城　田　　　椋 サクソフォン
高　橋　英　司 サクソフォン
竹　成　由佳里 パーカッション
田　中　爽　貴 トランペット
辻　　　侑　佑 トランペット
仲　野　麻奈美 オーボエ
西　平　舞　弥 パーカッション
芳　賀　真　弓 ホルン
林　　　沙也加 チューバ
林　　　周　平 トロンボーン
本　間　慎太郎 チューバ
松　井　沙　季 パーカッション
松　岡　実　優 トロンボーン
三　木　詩　織 クラリネット
南　井　穂　香 クラリネット
六　浦　　　文 トランペット
山　本　　　光 ホルン
吉　野　真　由 クラリネット

　氏　名 （旧姓） パート
渡　部　　　舞 サクソフォン

49 期
阿　江　　　葵 チューバ
熱　田　佳　大 コントラバス
石　崎　雄太郎 フルート
伊　谷　夏　綺 サクソフォン
一　宮　佐智子 サクソフォン
稲　垣　美　里 フルート
岩　脇　可　廉 ユーフォニアム
卯　路　桃　子 サクソフォン
大　島　玖　美 トランペット
岡　村　一　路 トロンボーン
奥　　　遙　香 パーカッション
桶　本　まどか サクソフォン
小　田　亜希子 チューバ
海　東　大　力 サクソフォン
川　端　奈　美 ユーフォニアム
神　田　理友真 トランペット
菊　池　啓太郎 ファゴット
教　山　唯　信 トランペット
酒　井　千　春 サクソフォン
田　中　春　華 ホルン
谷　　　麻由香 オーボエ
谷　向　瑠　依 トランペット
寺　田　みなみ フルート
常盤井　咲　子 フルート
中　川　祐　奈 クラリネット
中　村　主　志 パーカッション
新　原　和　巳 クラリネット
西　川　幸　祐 パーカッション
西　村　美　穂 クラリネット
平　　　和　幸 サクソフォン
廣　澤　結　佳 クラリネット
廣　畑　きらり サクソフォン
松　井　絵　梨 ホルン
松　内　梨　沙 クラリネット
松　田　ちはる パーカッション
山　下　裕　太 クラリネット
山　副　慎之介 サクソフォン
吉　田　　　忍 パーカッション

50期
磯　部　直　人 サクソフォン

51期
正　井　拳　矢 トロンボーン

※OB名簿は、代々ＯＢ事務局に残されたデータをもとに作成しています。
　万が一、表記に誤りがあった場合はご容赦ください。（事務局までご一報いただけたら幸いです。）

ＯＢ名簿
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［　現 役 名 簿　］
　氏　名 （旧姓） パート

50期
飯　田　千　春 ユーフォニアム
板　津　睦　政 サクソフォン
井　上　涼　花 クラリネット
岩　﨑　優　唯 パーカッション
上　田　明稀香 トロンボーン
惠　阪　郁　花 クラリネット
要　　　萌　絵 フルート
河　瀬　綾　花 ユーフォニアム
川　原　由　理 ホルン
北　　　裕理香 トランペット
日下部　優　佳 オーボエ
黒　川　楠海絵 トランペット
郷　間　美　香 ファゴット
坂　井　絢　音 フルート
芹　口　賢次郎 チューバ
竹　村　真　衣 フルート
田　中　志　穂 パーカッション
棚　橋　祐　衣 クラリネット
反　保　雅　稀 ホルン
千　頭　研　人 トロンボーン
冨　森　亮　太 トロンボーン
中　條　功　一 フルート
永　野　未　訓 トロンボーン
中　村　帆乃夏 バスクラリネット
橋　本　優　那 トランペット
橋　本　　　凜 パーカッション
花　戸　咲　絵 サクソフォン
廣　永　和　基 チューバ
福　嶋　菜　摘 トロンボーン
藤　永　香　音 パーカッション
星　子　　　緑 クラリネット
細　川　大　輔 ホルン
本　濱　愛理菜 ファゴット
松　内　仁　美 ホルン
松　本　彩　花 サクソフォン
南　浦　文　里 パーカッション
宮　﨑　興　司 トロンボーン
宮　本　かれら クラリネット
山　田　里々香 オーボエ
山　根　早紀子 オーボエ
吉　田　知　樹 サクソフォン

51期
赤　川　純　平 ユーフォニアム
東　　　寿美佳 クラリネット
天　野　愛　実 サクソフォン
岩　井　今日子 クラリネット
岩　尾　唯　花 トロンボーン

　氏　名 （旧姓） パート
岩　本　直　樹 サクソフォン
上　野　右　京 サクソフォン
宇江原　　　駿 パーカッション
大　原　由　佳 クラリネット
奥　村　竜　也 トロンボーン
尾　﨑　ひ　な トロンボーン
酒　井　幹　太 サクソフォン
阪　尾　優　治 クラリネット
佐々本　　　悠 オーボエ
佐　野　由　佳 チューバ
高　野　楓　香 ユーフォニアム
竹　林　明　保 トランペット
田　中　沙　弥 トランペット
田　中　星治郎 クラリネット
田　中　　　蓮 バスクラリネット
田　村　優　香 バスクラリネット
綱　井　由紀奈 トランペット
杤　尾　彩也歌 フルート
仲　地　愛　美 クラリネット
西　井　愛　来 ユーフォニアム
西　澤　真　帆 パーカッション
長　谷　玲　花 クラリネット
林　　　優　里 クラリネット
福　羅　彩　美 オーボエ
牧　野　由　芽 フルート
松　坂　海　音 ホルン
三　木　麻　未 サクソフォン
森　　　陽菜乃 トロンボーン
山　田　友　希 トランペット
山　本　ななみ ユーフォニアム
楊　枝　夢　果 サクソフォン

52期
伊　藤　風　音 オーボエ
稲　田　夏　海 チューバ
伊保内　紀　子 ユーフォニアム
上　嶋　由　樹 フルート
上　野　日　和 トランペット
梅　本　美那海 サクソフォン
大　月　凌　太 ファゴット
大　東　夏　美 ホルン
岡　本　果　也 サクソフォン
奥　島　帆乃夏 クラリネット
加　藤　行　成 トランペット
川　島　和　也 トランペット
小　石　　　鈴 トランペット
郷　間　直　音 コントラバス
小　林　将　大 トロンボーン
阪　本　祐　人 ホルン
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　氏　名 （旧姓） パート
佐　藤　　　碩 トランペット
佐　藤　晴　香 ユーフォニアム
嶋　田　咲　野 ホルン
島　田　康　司 クラリネット
清　水　有沙香 フルート
砂　場　美　里 クラリネット
竹　内　まどか クラリネット
竹　田　明日香 パーカッション
棚　橋　侑　加 トランペット
遠　山　茉　以 トランペット
中　村　菜々美 サクソフォン
中　村　有　介 トランペット
西　山　ひろか ユーフォニアム
藤　田　夏　穂 トランペット
松　本　彩　音 パーカッション
丸　野　　　渚 トロンボーン
水　上　諒　也 パーカッション
源　口　　　恵 クラリネット
南　　　伊　織 サクソフォン
三　村　芽　生 フルート
宮　地　華　子 ホルン
村　上　　　凜 バスクラリネット
森　岡　　　葵 チューバ
山　中　莉　子 サクソフォン
山　中　玲　実 ファゴット
山　本　瑞　希 サクソフォン
横　川　廉　大 パーカッション
吉　田　真　悠 トランペット

53期
藍　田　一　摩 パーカッション
朝　倉　萌　絵 チューバ
荒　井　颯　斗 チューバ
飯　尾　夏　帆 トロンボーン
池　田　樹　里 サクソフォン
泉　　　　　舞 ユーフォニアム
磯　貝　光　貴 チューバ
井　上　麻　衣 コントラバス
今　井　彩　夢 ホルン
上　田　奈　々 パーカッション
宇都宮　大　輝 ホルン
大　西　里　佳 チューバ
奥　永　未　来 クラリネット
重　　　皓　介 トランペット
梶　　　信　敬 チューバ
片　井　萌　夏 トロンボーン
片　田　世　奈 パーカッション
加　藤　紘　乃 クラリネット
金　子　さくら トロンボーン

　氏　名 （旧姓） パート
川　原　梨　花 フルート
川　東　大　地 トランペット
神　﨑　歩　美 オーボエ
木　下　海　斗 ホルン
倉　田　和　希 サクソフォン
小　橋　葉　月 フルート
小　林　彩梨乃 チューバ
小　森　ゆ　き パーカッション
近　藤　緋奈子 パーカッション
迫　田　彩　花 クラリネット
柴　田　笙太郎 チューバ
島　田　　　旭 ホルン
高　柳　　　匠 パーカッション
瀧　下　明　秀 チューバ
田　中　咲　弥 トロンボーン
谷　口　莉　子 サクソフォン
寺　尾　日　和 サクソフォン
長　井　郁　実 パーカッション
永　田　悠　花 トランペット
西　本　建　留 ホルン
新　田　真　規 ファゴット
野　原　充和子 チューバ
濱　田　直　輝 パーカッション
濵　地　愛　華 トロンボーン
浜　脇　弘　樹 トロンボーン
早　川　くるみ サクソフォン
比　嘉　亜由子 サクソフォン
東　　　みどり クラリネット
福　岡　寛　斗 ファゴット
藤　井　紗　希 コントラバス
フローレス宮崎　巴瑠エドガル クラリネット
堀　江　達　仁 トロンボーン
前　田　萌　花 クラリネット
松　本　俊　輔 トランペット
砂　子　彩　羅 サクソフォン
三　村　　　浄 パーカッション
村　上　眞　子 フルート
森　　　美　幸 ユーフォニアム
藪　野　桂　名 パーカッション
山　尾　天　乃 オーボエ
山　﨑　　　航 ホルン
山　中　有　佳 チューバ
山　本　壮　流 トランペット
好　井　彩　音 サクソフォン
𠮷　田　翔　一 トランペット
𠮷　田　あすか トロンボーン
六　反　柚　希 ユーフォニアム
渡　邊　響　壱 バスクラリネット

現役名簿
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　龍谷大学吹奏楽部創部50周年にあたり、多くの方々のご尽力を得てここに50周年記念誌「翔奏」を発刊できたことを、ま

ずは心より御礼申し上げたいと思います。

　龍谷大学吹奏楽部では、これまで15周年、30周年、45周年と15年の節目ごとに記念誌を作成してきましたが、今年は創

部50周年という大きな節目でもあり、50年の長きにわたって当部に携わってこられた全ての方々がこの歴史を共有すると

ともに、今後の当部の発展を担う後世に対し、新たな歴史を築く道筋が示せるような記念誌を発刊したく、作成する運びとな

りました。

　作成にあたっては、過去50年分のデータを入手することの難さに直面し、本記念誌を本当に発刊できるのか、発刊そのも

のが危ぶまれる時期もありましたが、多々壁にぶつかりながらも多くの方々からのご協力を受け、無事にここまで辿り着くこ

とができました。この記念誌が今後の後輩達の新たな前進へとつながる、一つの道標となることを切に願っております。

　最後に改めて、お忙しい中、寄稿文や写真・演奏会のチラシの提供にご協力していただきました先輩方や先生方、多くの

関係者の皆様に心より感謝申し上げます。また、本誌の編集、発行に最後までご協力いただきました宮川印刷株式会社の

皆様に重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
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