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団長挨拶
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
晴れて大学生になった皆さんは、これから新しく始まる大学生活に対する期待で胸を膨
らませていることでしょう。その中で、勉強やアルバイト等様々な選択肢があると思いま
すが、サークルもそのうちの一つでしょう。
運動系・文化系といった多様なジャンルのサークルが無数にあり、どの団体に所属しよ
うかというのは多くの皆さんの悩みでしょう。昨年の丁度今頃、どのサークルに入るか、
どのオーケストラに入るかということに関して、私もとても悩みました。このフィロムジ
カ交響楽団に入り一年が経とうとしますが、改めて振り返ってみても、自分の選択は間違っ
ていなかった、とても良い選択をした、という風に思います。
そもそも " フィロムジカ " とは、ギリシャ語の "philos（愛）" とラテン語の "musica（音
楽）" という２語の造語で、" 音楽を愛する " ということです。
その名の通り、フィロムジカの団員は皆音楽を深く愛している人ばかりです。そんな団
員が一体となって作り上げる音はとても情熱に溢れたものです。
また、フィロムジカは、団員の仲がとても良い団体です。所属大学や楽器の経験年数等
は様々ですが、皆良い音楽を作りたいという共通の目標を持ち、真摯に向き合っています。
新入生の皆さん、新歓行事を通してフィロムジカに興味を持っていただけたでしょうか。
少しでも興味を持った人は是非新歓特別演奏会にいらしてください。
そして、オーケストラならではの素晴らしい音楽体験を一緒に共有しましょう。
皆さんのご入団を団員一同心よりお待ちしております。

東京大学フィロムジカ交響楽団 団長

小西怜太朗

新入生の皆さんへ
東京大学フィロムジカ交響楽団は、団員数約 160 名を誇る大オーケストラサークルです。“ 東京大学 ”
とありますが、フィロムジカはインカレサークルで他大学生も所属しており、大学・学年関係なく和
気藹々と音楽を楽しんでいます、新団員のみなさんと音楽を作り上げていくことを団員一同楽しみに
お待ちしてます。

▶経験者の方
すぐに、現団員と一緒に練習へ参加していただきます。
弦楽器の方は多くの場合、五月祭演奏会の前プログラムで演奏会デビューを飾り、7 月の定期演奏
会にも出演していただきます。( プログラムにより、変更する可能性もあります。)
管楽器の方はパートによって異なるので、所属するパートの先輩へお問い合わせください。

▶初心者の方
夏までは個人練習で、楽器に慣れていきます。練習場所である団室はいつでも自由に使用すること
ができます。
ほとんどのパートで、先生による個人レッスンを受けていただくことお勧めしています。専門の先
生はパートでご紹介することができます。また、先輩から個人指導を受けることも可能です。
8 月からは 11 月の駒場祭演奏会及び 12 月の定期演奏会に向けて団員練習に加わります。9 月に行
われる団内でのミニコンサートにはほとんどの団員が参加するので、そこでも演奏を披露する機会が
あります！
初心者を受け入れるオーケストラはあまり多くありません。大学から楽器を始めようという方に当
団はオススメです！一緒に音楽を奏でましょう。

▶まだ楽器を持っていない方
当団では、楽団で所有している団器があり、無料で貸し出すことが可能です。パートによって、
所有している楽器の数が異なるのでまずは団員に直接ご相談ください。（団器を所有しているオケは
珍しいです！）

◆団費について
新入生は最初の半年は 5,000 円（演奏会に出ない方は 3,000 円）その後は半年につき約 10,000 円
( 団費の変更・追加徴収する可能性もあります。) とお財布に優しく、安心して継続できる金額です。
毎年 2 回行われている合宿費用も約 45,000 円とオーケストラサークルとしては破格の安さが魅力
です。

楽団紹介
東京大学フィロムジカ交響楽団は現在約 160 名の団員が所属しています。東大を中心に 20 以
上の大学からの多彩な顔ぶれにより構成されているインカレサークルです。大学から楽器を始めた
団員もおり、様々なバックグラウンドをもった学生たちが集まり音楽を楽しんでいます。当団は、
選曲から演奏会の実施までの運営の全てを学生が行っていることが特徴の一つです。
“ フィロムジカ（Philomusica）” という名前は、
ギリシャ語の “philos（愛）”、ラテン語の “musica
（音楽）” という 2 語に由来しています。当楽団が誕生したのは 1982 年で、当時は名称も「フィロ
ムジカ合奏団」といい、古典派・バロック及びそれ以前の音楽を演奏する団体でした。その後徐々
に規模が拡大し、95 年には「フィロムジカ室内管弦楽団」に、2005 年に現在の「フィロムジカ交
響楽団」に名称が変更され、古典派からロマン派以降の音楽まで幅広く演奏する団体となりました。

指揮者紹介
常任指揮者

小笠原 吉秀 先生

国立音楽大学卒業。日本大学大学院芸術学研究科音楽
芸術 ( 指揮 ) 専攻修了。これまでに多くのオーケストラ、
吹奏楽団、合唱団を指揮し、国内著名なソリストとも多
数共演。またピアノコンクールでの審査員、音楽企画、
CD 監修など関係各誌上で評価が高い。音楽教育家とし
て市民講座、学校講師など幅広く活躍し多くの支持を得
ている。
日本吹奏楽指導者協会、かながわ合唱指揮者クラブ、
日本音楽教育学会各会員。全日本ピアノ指導者協会 ( ピ
ティナ ) 演奏会員・ステップアドバイザー。音楽教育史
学会幹事。
【当団では】2009 年より客演指揮者、2013 年より常
任指揮者に就任し現在に至っています。作品へのアプ
ローチについては、創作過程における歴史的背景、作曲
者の人物像、演奏表現比較法などを総合的かつ多角的に
捉えた音楽解釈。また団員との交流を含め、メンバーの
音楽性を大切にしながら練習を行なっています。

トレーナー紹介
名誉弦トレーナー

升田 俊樹 先生

国立音楽大学卒業、大村卯七、桐朋学園大学で斎藤秀雄の各氏に師事。山形交響楽団首席チェロ奏者・東京音楽
大学オーケストラ研究員・東京リリコード四重奏団などを経て東京交響楽団員。数多くのアマチュアオーケスト
ラのトレーナー・指揮者としても活躍。また共著として「初心者のためのやさしいチェロ入門 1、2」、「チェロ
に近づく チェロが近づく ~ スキルサイエンスによるアプローチ ~」を出版。財団法人東京交響楽団評議員、東
京交響楽団団友。当団には 10 年以上にわたりトレーナーとしてご指導頂きました。

弦トレーナー

廣岡 克隆 先生

3 歳よりヴァイオリンを始める。1993 年東京藝術大学に入学。1994 年オーディションに合格し、ABC フレッシュ
コンサートに出演。1996 年兵庫県 3 ヶ所においてリサイタルを行なう。その結果により神戸灘ライオンズクラ
ブ音楽賞受賞。同年 2 月よりニューイングランド音楽院（米国・ボストン）へ留学。1997 年神戸においてリサ
イタルを行う。1998 年東京芸術大学卒業。在学中、安宅賞受賞。同年アシスタント・コンサートマスターとし
て東京交響楽団に入団。現在、東京交響楽団での活動を中心に、大阪フィル、京都市交響楽団、神奈川フィル、
仙台フィルなど、多数のオーケストラにコンサートマスターとして客演している他、ソロ、室内楽等の活動も積
極的に行っている。

低弦トレーナー

林 一公 先生

読売日本交響楽団チェロ奏者。桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業後、1997 年読売日本交響楽団に入団。
2002 年アフィニス文化財団海外研修員としてドイツのバンベルクで 1 年間研鑽を積む。
これまでにチェロを長瀬冬嵐、松波恵子、マティアス・ランフトの各氏に、室内楽を北本秀樹、店村眞積、
景山誠治、末吉保雄の各氏に師事。読響メンバーによる室内合奏団や室内楽、ソロで活躍中。

金管トレーナー

山田 裕治 先生

東京藝術大学音楽学部器楽科卒業後、同大学院修了。三好隆三、伊藤清、永濱幸雄、クルト・プツケ各氏に師
事。1979 年に東京トロンボーンアンサンブルのメンバーとしてアメリカで開かれた国際トロンボーン協会主催
のワークショップにゲスト出演。卒業後フリー奏者としてオーケストラにエキストラ出演する他、現代音楽アン
サンブル「ムジカ・プラクティカ」の発足に参加。「新しい音楽の世界」シリーズで数多くの世界初演、日本初
演曲を演奏。2004 年にプロ奏者と「東京トロンボーンオーケストラ」を発足し音楽監督を務めている。現在は
聖学院大学非常勤講師、日本トロンボーン協会理事の他、多数の団体の金管セクションのトレーナーとして活躍。

木管トレーナー

境野 達男 先生

東京藝術大学卒業。ファゴットを故三田平八郎、菅原眸の両氏に師事。作曲法、対位法、和声学を故嵐野英彦氏
に師事。2012 年 10 月まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団に在籍。現在は演奏活動の傍ら、
多数のアマチュア・
オーケストラ、吹奏楽団の指揮、トレーナーとして活躍している。

打楽器トレーナー

二見 智祥 先生

2014 年度国立音楽大学卒業。同大学主催新人演奏会に出演。また、全日本打楽器協会主催の新人演奏会にて優
秀賞を受賞。これまでに打楽器を目黒一則、福田隆、高山秦利の各氏に師事。2012 年、軽井沢国際音楽祭に参
加。2013 年、イーストマン音楽大学にて John Beck,William Cahn の両氏に打楽器レッスンを受講。その他に
ティンパニを Reiner Seegers、宮崎秦二郎、永野哲、植松透、塩田拓郎、清水太の各氏に特別レッスンを受講。
現在フリーの演奏家としてオーケストラ・オペラを中心にジャンルを問わず活動している。

練習について
「日曜練習」と「パート練習・管練習」に原則毎回参加することが入団条件です。

●日曜練習
毎週日曜日に、楽団全員参加の全体練習があります。
10 時から 18 時まで、演奏会に向けた 3 曲を時間ごとに区切って練習します。
・前プロ…演奏会の１曲目を飾る短めの曲
・中プロ…前プロとメインの間に演奏する曲
・メイン…定期演奏会のメインを飾る曲
全奏 ( 全体で行う練習 ) と分奏 ( 管・弦に分かれて行う練習 ) の２種類の練習で行い、曲の精度を上げていきます。
指揮は、小笠原先生と学生指揮者 ( 団員からの選出 ) により行われます。
練習場所は駒場キャンパス内のコミュニケーションプラザ・キャンパスプラザ・学生会館です。

̶日曜日の練習スケジュール例̶
11:00-12:30

前プロ・中プロ全奏

12:30-13:30

ランチタイム

13:30-15:00

メイン全奏

15:00-18:00

管/弦

各曲分奏

（休憩をはさみながら練習します！）

●パート練習
日曜練習の他に週 1 回のパート練習があります。

ヴァイオリン：水曜日
ヴィオラ：木曜日
チェロ：水曜日
※コントラバスと管楽器は団員の予定によって曜日に変更があります。各パート団員までご確認ください。
19 時頃から駒場キャンパス内で練習を行うので、５限の授業に出た後でも参加することができます！

●管基礎練
管楽器は、基礎力向上を目的とした管基礎練を実地しています。

◯個人練習
決められた練習の他に、昼休み・空きコマなど自分の好きな時間に、団室 ( キャンパスプラザ ) で個人練習を行
うことができます。また、初心者の方は先輩から個人指導を受けることもできます。
☆演奏会直前には、平日にも全体練習が入ることがあります。
☆駒場の試験期間中 (7 月中旬〜下旬、8 月下旬、1 月下旬〜 2 月上旬 ) は練習が休みになり、試験勉強に専念す
ることができます。

定期演奏会
◇選曲について
各演奏会毎に団員が自由に候補曲を提出し、選曲会議で行われる団員全員の投票によっ
て決まります。選曲会議では、提出者による候補曲への情熱を全面にアピールしたプレ
ゼン合戦が繰り広げられます。
どの曲を演奏するかは皆さん自身に委ねられているのです。

◇チケットノルマなし
演奏会では、毎回大きく立派なホールを使用しています。( 今年は武蔵野市民文化会館、
昨年は習志野文化ホールなど。)
しかし、当団体ではカンパ制としているためチケットは無料で団員ノルマもありません。

年度

2016

夏定演
第 44 回定期演奏会

冬定演
第 45 回定期演奏会

バーンスタイン /「キャンディード序曲」

ショスターコヴィチ / 祝典序曲 Op.96

ガーシュウィン / パリのアメリカ人

メンデルスゾーン / 交響曲第 4 番 イ長調 Op.90「イタリア」

ドヴォルザーク / 交響曲 第 9 番 ホ短調 Op.95

チャイコフスキー / 交響曲第 6 番 ロ短調 Op.74

「新世界より」

「悲愴」

第 46 回定期演奏会

第 47 回定期演奏会

ラヴェル / 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」
2017

2018

2019

ボロディン / 歌劇「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」

エルガー / エニグマ変奏曲

プロコフィエフ / 交響曲第 1 番 ニ長調 Op.25「古典」

ブラームス / 交響曲第 1 番ハ短調 Op.68

ショスタコーヴィチ / 交響曲第 5 番 ニ短調 Op.47「革命」

第 48 回定期演奏会

第 49 回定期演奏会

ブラームス / 大学祝典序曲 Op.80

メンデルスゾーン /「ルイ・ブラス」序曲 Op.95

シューベルト / 交響曲第７番 ロ短調 D759「未完成」

ヒンデミット / ウェーバーの主題による公共的変容 (1943)

バルトーク / 管弦楽のための協奏曲 BB123(Sz116)

シベリウス / 交響曲第２番 ニ長調 Op.43

第 50 回定期演奏会

第 51 回定期演奏会

ワーグナー / 楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

シャブリエ / 狂詩曲「スペイン」

より第一幕への前奏曲

チャイコフスキー / 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

ベートーヴェン / 交響曲第 1 番
マーラー / 交響曲１番

ハ長調

Op.21

ベルリオーズ / 幻想交響曲 Op.14

ニ長調「巨人」

◇今期の演奏会◇
第 52 回定期演奏会
2020 年 07 月 04 日 ( 土 ) 武蔵野市民文化会館
ドヴォルザーク / 序曲『謝肉祭』
モーツァルト / 交響曲第 41 番 ハ長調 KV551「ジュピター」
チャイコフスキー / 交響曲第 5 番 ホ短調 Op.64

イベント紹介
演奏会以外にも、様々な楽しいイベントをおこなっています♪
皆さんもぜひ、参加して楽しいフィロムジカライフを送りましょう！

■ミニコンサート
秋と春の 2 回行われる団内の発表会です。一般公開はされないので、みんなここぞとば
かりに思い思いの曲に挑戦します。学年企画、パート企画などを通して、団員の結束が
ますます強くなります。また、学年やパートを超えて自由にアンサンブルを組むことで
普段なかなか演奏することができないポップスなどの楽曲に挑戦することもできます。
皆さんもふるってご参加ください！

■学年会・パート会
各学年で自由に企画して食事会を行います。1 年会、2 年会などと呼ばれ、長期休みには
学年旅行が企画されることもあります。
また、各パートで卒団した団員と現団員によるお食事会も行われ学年を超えて交流する
ことができるのがフィロムジカの特徴です。社会人の先輩から有益な情報を得られるか
も…？

■打ち上げコンパ
演奏会やミニコンの打ち上げ、忘年会などがあります。また、管打飲み・低弦飲みなど
が年に数回行われ、互いに親睦を深めます。盛り上がっている人もいれば、まったり話
に花を咲かせている人など楽しみ方は人それぞれです。
また。練習後に都合の会う人で食事に繰り出すこともあります。新入生の皆さんも、ぜ
ひ先輩にフィロムジカ御用達のお店を紹介してもらってください！

■他にも…！
団員数約 160 名の当団には個性豊か・趣味豊富な人ばかり。音楽以外にも共通の趣味を
持った人との出会いがあるはずです。仲の良い人でコンサートに行ったり、スポーツ観
戦したり、試験勉強をしたり…と充実した大学生活間違えなしです！
フィロムジカ同窓会や OB/OG で構成された管弦楽団も存在し、フォロムジカで培った人
脈は一生モノになることでしょう。

パート紹介
Violin
新入生の皆さんこんにちは！ヴァイオリンパートです。
ヴァイオリンは柔らかな音色で甘美な旋律を奏でることもあれば、時には
激しく情熱的に歌うこともあります。また他と調和しやすい音色を持つ楽器
でもあり、内声を担当して音楽の色彩を豊かにする役割もこなします。
まさに！オーケストラにとって、なくてはならない存在なのです。
パートの人数は団の中でダントツで多く、メンバーは皆個性豊かで雰囲気
は非常に活気に満ちています。それぞれの楽器経験やオーケストラ経験も様々
で、大学から楽器を始めた初心者、経験年数が 10 年を超える人、ずっとソ
ロで弾いてきた人、中高の部活でオケを始めた人や弦楽の部活に入っていた
人、と一人ひとり違います。しかし、ヴァイオリンや音楽が大好きなのは皆
一緒です。
「演奏技術に自信がない」とか「オーケストラは入ったことない」
という人も、ヴァイオリンを愛する気持ちがあれば大丈夫！ひとたび楽器を
手にすれば真剣な表情で音楽に向き合う、そんなメンバーばかりなので、音
楽面での充実度も保証します。
今年は初心者 1 名程度を含め 14 〜 18 名ほどの新入団員を募集しています。
初心者の方は楽器を購入することが入団条件となります（ただししばらくは
団器をお貸しします）。初心者の方や演奏技術に不安のある方は、楽器経験の
長い団員が丁寧に指導いたしますのでそこらへんはご心配なく！
ヴァイオリンパートでは大人数でのアンサンブルが求められるので、
パート練習（毎週水曜夜）や全体練習（毎週日曜 ) にできる限り出席すること
が大切です。私たちと一緒に、楽しく音楽を奏でてくれる人を募集します！
気になることがあれば誰にでも気軽にお尋ねください。パート一同、皆さん
の入団をお待ちしています！

Viola
みなさんこんにちは！フィロムジカヴィオラパートです。
ヴィオラは深みのある音色に特徴を持ちオーケストラやカルテットでは中音域
を担う楽器です。時に陰で周りの演奏を支えたり、時に旋律として目立ったり
と多種多様な役割をこなし、オーケストラにはなくてはならない存在だと言え
ます。
ヴィオラパートでは、フィロムジカでヴィオラをやりたい！という熱い想い
を持つみなさんを募集中です。小さい頃からずっとヴィオラやヴァイオリンを
やっているという方から、オケや弦楽器にずっと憧れていたが機会がなくてま
だヴィオラに触れたことがないという方まで、フィロムジカで音楽を共に楽し
みたいと思う方ならどなたでも大歓迎です！実際、今のメンバーも幼少期から
ずっと弦楽器に触れてきた人や中高の部活でオケや弦楽を始めた人、大学に
なって初めてビオラに触れた人など様々な人がいます。私たちのパートは、個
性が強く多様性がある一方、まとまりがありアットホームな雰囲気を持ってい
ます。日中は駒場や本郷で授業を受けている人、研究をしている人、他大にい
る人など多様な人々が木曜日の夕方になると楽器を持って集まり、まったりと
しながらもメリハリのある練習をおこなっています。
今年の募集は 5~7 名ほど ( うち初心者 1,2 名 ) です。楽器を持っていない方
には団から最大一年間楽器をお貸ししています（数に限りがあります）。また、
初心者の方にはレッスンに通っていただくことを推奨しております。練習は木
曜日夕方のパート練習、日曜日の全体練習の週二回です。
私たちフィロムジカのヴィオラパートに少しでも興味を持っていただいた方
は是非、公開練習や新歓演奏会にお越しください！

気になることは気軽にお

尋ねください。みなさんと一緒にヴィオラを演奏できる日をパート一同楽しみ
にしています！

Violoncello
皆さんこんにちは！チェロパートです。
チェロはオーケストラで主に低音を担当する楽器ですが、実はチェロだけでア
ンサンブルを組めるほど広い音域を持っています。その音域は人の声に一番近
いと言われることもあり、優しく包みこむような音色とあわせてチェロの魅力
です。時には力強い低音でリズムを刻んだり、時には繊細なメロディーを奏で
たり、時には他の楽器と伴奏に回ったり…チェロはまさにオーケストラのいい
とこ取りのような楽器なのです。そのため他パートの団員からの人気はトップ
クラスで、みんな一度は弾きたがります（笑）
パートメンバーは小さい時からソロで弾いてきた人、中高の部活で始めた人、
大学で初めてチェロに触れた人など様々です。練習は水曜日夕方のパート練習
と日曜日の全体練習の週 2 回です。パート練習では楽しく、且つ意見を言い
合いながらメリハリをつけて練習し、練習後はみんなで食事に行ったり、休日
に自主的に数人で集まって弾いたりと和気あいあいとした雰囲気でやっていま
す。
今年チェロパートは 6 人程度（うち初心者は 2 人まで）募集しています。
経験者の方は楽器を持っている、または入団後すぐに楽器を購入できる方に限
らせていただきます。初心者の方はレッスンに通っていただくことを基本とし
た上で、入団後しばらくは団器を使って練習できますが、1 年以内に楽器を買っ
ていただくことになります。
気になることがあれば気軽にお尋ねください。皆さんの入団を心からお待ちし
ています！

Contrabass
新入生のみなさん、こんにちは！コントラバスパートです。
コントラバスは弦楽器の中で最低音域を担当し、リズムや和音、ときには力強い
フレーズを響かせる、とても魅力のある楽器です ! あの深く低い音がホールいっ
ぱいに響く瞬間 ... なんと気持ちの良いことか ... ！
現在、このパートは 5 年生 1 人、3 年生 2 人、2 年生 3 人の計 6 人で活動して
います！ 中には留学中の人や、他サークルと兼任しているため一時休団している
人もいます！人数も少ないからか、学年問わずみんな仲良しです☆
なんといっても、
【東大生 : 他大生 =1:1 男 : 女 =1:1】
これすごくないですか !? 東大生・他大生や男女問わず、本当にどなたでも入り
やすいです !（ここまで ぴったり半分ずつなのもすごいですよね笑）
さてさて、今年の募集人数は 2~3 人程度
（うち初心者は 1 人まで）
としています。
団器があるので、楽器を持っていなくても大丈夫です！（修理したばかりですよ！
笑）弓がなくても大丈夫です！そう、手ぶらでも始められます！！
もちろん、大学からコントラバスを始めてみたいな〜という初心者の方も大歓
迎です。オケ出身者だけでなく、弦楽出身や吹部出身のメンバーもいます。音楽
やコントラバスが好きなそこのあなた、一緒にフィロでオケしませんか ... ？
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。少しでも興味を持っていただ
けたら嬉しいです。お時間のある方は是非、公開練習や新歓演奏会にお越しくだ
さい ! 気になることがあれば、誰にでもお尋ねください。
パート員一同、心よりお待ちしております！

Flute
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！そしてこんにちは！
私たちフィロムジカフルートパートは、現在 4 年生 1 名、3 年生 2 名、2 年生 2
名の計 5 人で活動しています。学年を超えて仲が良く、
みんなで旅行に行ったり、
ご飯を食べに行ったり、パート練習の際も会話と笑いの絶えない楽しいパートで
す！
そんなフルートパートは、今年 1~2 名の新入生を募集します。現在団器が 1
本ありますが、どんなにチューニングしても音程が合わないという怪奇現象に見
舞われているため、ご自身の楽器を準備していただけることが望ましいです。ピッ
コロにつきましては少々調子は悪いですが団器がありますので、自分の楽器を
持っていなくても大丈夫です！
フルートはオーケストラの中でも最高音域を担う華のある楽器です。あるとき
は滑らかに歌い、またあるときはキレのある音を出して曲にアクセントをつけた
り、幅広く活躍できるところもフルートの魅力の１つだと思います。
そんな楽しい楽器を、先輩や仲間と一緒に楽しく演奏してみませんか。少しでも
興味を持たれた方は、ぜひ公開練習や新歓演奏会にいらしてください！
パート一同、心よりお待ちしております！

Oboe
こんにちは！オーボエパートです！
オーボエはダブルリードの木管楽器で、オーケストラではメロディーや数々の
ソロを担当する、まさに花形楽器です♪また、イングリッシュホルンが団器とし
てあるので、持っていなくても吹くことができます！
現在、４年生１人、３年生２人、２年生１人の計４人で活動しています。
本年度は２名、楽器所持者または購入予定者を募集します。未経験の方はご相
談ください。オーボエパートはパート練習もしっかりしつつ、ご飯に行ったり、
旅行に行ったりととても仲が良いパートです。そんな和やかな雰囲気をぜひ見に
来てください！
パート一同、心よりお待ちしています（*^^*）

Clarinet
こんにちは、クラリネットパートです！
現在クラリネットパートは５年生１人、４年生１人、３年生１人の合計３人で活動して
います。今年は新入生を２人募集します！団器があるので自分の楽器を持っていなくても
大丈夫ですが、夏までに B ♭管は用意していただくのが望ましいです。
また、クラリネットパートは基本的に全員が同じ先生のところで毎週レッスンを受ける
ことになっています。年に１回発表会もあり、レッスンに通うことで大きく成長すること
ができます。
新入生は７月ごろから、冬の定期演奏会に向けて本格的に練習に参加することになりま
す。合間には半年に１回のミニコンや五月祭・駒場祭での名曲喫茶などもあり、演奏機会
は豊富です！五月祭ではパート全員でクラリネットアンサンブルもやりますよ♪
クラリネットパートは現在人数が少ないので、新しい仲間を切実に待ち望んでいます
…！初心者やブランクのある方も大歓迎なので、少しでも興味を持っていただけたら、ぜ
ひ公開練や公開パー練にいらしてください。みなさんにまたお会いできることを心から楽
しみにしています☆

Bassoon
新入生の皆さん、こんにちは！ファゴットパートです !
ファゴットは非常に長い木管楽器で、ダブルリード楽器の一つです。 柔らかい音が特
徴的で、かのべート一ヴェンは「天からの声」と形容したそうです。中低音域を主に担当
しますが、出せる音域は 4 オクターブ弱と広いです。 ファゴットといっても世間一般に
はあまり知られておらず、また吹奏楽では何かと不遇の扱いを受けていますが（Option
扱いのこともしばしば ) オーケストラではなくてはならない存在です。
現在ファゴットパートは 3 年生２人、2 年生 2 人で活動しており、今は新入生を１人
程度募集しています。 現在団器は 1 つございますが、自分の楽器を所持していない方に
はいずれ購入していただくことになります。 初心者の方も歓迎です ! パート一同、お待
ちしています！

Horn
こんにちは、ホルンパートです！ホルンという楽器、ご存知ですか？そうです、あの「ぐ
るぐるした楽器」です。
あまり知られてはいませんが、実はホルンって、幅広い音域や多彩な音色など、魅力たっ
ぷりの楽器なんです。更に、オーケストラでは、メロディーから拍打ち、対旋律などの
多くの役割を担うとっってもおいしいパートなのです！
さて、現在ホルンパートは 5 年生 1 人、3 年生 3 人、
2 年生 3 人の計 7 人で活動しています。
今年は新入生を 2 人程度募集しています！
経験者であること、自分の楽器を所持していること（団器が無いため）が望ましいで
すが、未経験、自分の楽器を持っていない場合など、何かご相談がありましたらお気軽
にご相談ください♪ 皆さんと一緒に活動できる日を楽しみにしています〜！

Trumpet
こんにちは。トランペットパートです！
トランペットといえばとても明るく響く音色ですよね。吹奏楽では花形のトランペット
は、オーケストラでも、圧倒的存在感でしっかり目立つ華やかなパートです。
私たちは現在４年生１人、３年生１人、２年生２人の計４人で仲良く楽しく活動してい
ます。日曜の全体練習の他に、週に１回のパート練習を行っていて、基礎練習や曲練習に
取り組みます。
今年は２〜３人の新入生を募集します。経験者の方が望ましいですが、初心者の方も応
相談です！団器は３台まで貸し出せますので、楽器は持っていなくても大丈夫です。
少しでも興味を持たれた方は、ぜひ見学にお越しください！トランペットパート一同、
お待ちしております。

Trombone&Tuba
こんにちは！トロンボーン・チューバパートです。
トロンボーンはオーケストラの中では特別扱いと言えるでしょう。トロンボーンは
スライドがあることにより、半音階が全て出せる最初の金管楽器で、純正律の絶妙な
ハーモニーを生み出せます。そのため、教会内で演奏を許された数少ない楽器の一つ
としてミサや聖歌の合唱の伴奏に使われ、
「神の楽器」
「神の声」などと呼ばていました。
ベートーヴェン交響曲第５番「運命」でようやく交響曲にトロンボーンが加えられ、
その後チューバも加えられました。教会で使われていた影響はその後も大きいようで
す。出番が限られている曲も多いことと引き換えに、
「神」
「運命」
「人生」などの大き
なテーマの場面でよく神の如く登場します。
「ラスボス」とでも言いましょうか。
そんなラスボスの我々トロンボーン・チューバパートは現在テナー 3 人、バス 1 人、
チューバ 1 人の計 5 人で活動しています。週に 1 回パート練習を行っており、意見
を出し合いながら基礎練習や曲練習に取り組んでいます。今年は新入生をテナー 1 〜
2 人、バス１人、チューバ１人募集しています。
団にはテナーバストロンボーンが１本あり、また年度中に団で新たなチューバを購
入予定ですので、初心者の方や現在自分の楽器をお持ちでない方は是非ご相談くださ
い。
まずはパートの雰囲気を知るために公開パート練習にいらしていただくのが良いか
と思います。ラスボス一同、お待ちしております（※なお、外見や性格の面で我々は
「いい意味で、ラスボスとは対極のような人たち」だそうです。一体どんな意味なんだ
ろう…）

Percussion
こんにちは。パーカッションパートです。フィロムジカは東大のオーケストラ団体で
は少数派の、パーカッションパートの学生をしっかりと募集しているオーケストラ団体
です。現在在籍している団員は 3 名しかいないため、入団直後から活躍の場を得られる
のも大きな魅力でしょう。またパート練習が全体練習と同じ日曜日に設定されています。
負担が少なく、他の活動と両立しやすいシステムになっています！！
打楽器は楽器として始めるハードルが極めて低く、多種多様な楽器を演奏できる機会
に恵まれるためどんな人でも得意な楽器が見つかります！基本的に団の楽器を使います
ので、My スティックを買ってもらうだけで OK。金銭的にもハードルが低いのです。
初心者も経験者優先ではありますが獲得しますので、興味のある方は是非体験や公開
練習にいらしてください。経験者の方も大歓迎です！！オーケストラ経験者の方はもち
ろん、吹奏楽部出身の方、これを機に私たちと一緒に新たな音楽に触れてみませんか？？

フィロムジカの 1 年
4月
5月

五月祭演奏会 (5/17)
新歓合宿 (5/30,31 )
※今年度は例外的に強化合宿と

6月

して５月開催となります。

7月

第 52 回定期演奏会
(7/4)

8月

夏合宿

9月

秋のミニコンサート

11 月

駒場祭演奏会

10 月

◇定期演奏会のプログラムの一部
を演奏します。弦楽器の経験者の
方、管楽器の一部の方はここで演
奏会デビューを迎えます。
◇自己紹介・練習・コンパなど盛
りだくさんの合宿です。新入生同
士だけでなく、先輩とも親睦を深
めるチャンスです！

◇半年間の集大成の場です。毎年
多くのお客様に来場いただいてい
ます。

◇朝から晩まで練習し、各種コン
パ や イ ベ ン ト で 盛 り 上 が り ま す。
充実した４泊 5 日になることでしょ
う！
◇内輪のコンサートです。学年や
パートでグループを組み協奏曲や
ポップス、自作曲の発表などに挑
戦します。
◇ 900 番講堂で演奏します。毎年
立ち見が出るほど賑わいます。

12 月

第 53 回定期演奏会

◇この演奏会で多くの先輩が卒団
し、執行代は 2 年生から 1 年生へ
と引き継がれます。練習も兼ねて
1 年生も運営の一部を取り仕切る、
とても重要な時期です。

3月

春のミニコンサート

◇ み ん な が フ ィ ロ ム ジ カ に 慣 れ、
それぞれの個性的な演出を楽しむ
余裕が出てきます。

1月
2月

春合宿

◇見知った顔になった友人・先輩
との４泊 5 日は、夏合宿とは一味
違った充実感となることでしょう。

団員データ
男女比

１：１

東大：他大

２：１

大学名一覧
お茶の水女子大学 / 共立女子大学 / 慶應義塾大学 / 上智大学
昭和女子大学 / 女子美術大学 / 芝浦工業大学 / 白百合女子大学
成蹊大学 / 聖心女子大学 / 東京工芸大学 / 東京女子大学 / 東京大学
東京理科大学 / 東洋大学 / 日本女子大学 / 日本大学
一橋大学 / 法政大学 / 横浜市立大学 / 立教大学 / 早稲田大学
Vn（35 名）
女

男

Fl（５名）

Hr（７名）

東京大学 / 東京理科大学

東京大学

東京大学

東京女子大学 / 聖心女子大学

白百合女子大学

法政大学

共立女子大学 / 昭和女子大学

日本大学

東京女子大学

女子美術大学 / 慶應義塾大学

早稲田大学

成蹊大学 / お茶の水女子大学

Cl（３名）

Va（18 名）

Trp（４名）

東京大学 / 日本女子大学
東京女子大学 / 東京工芸大学

東京大学
東京大学

早稲田大学 / 慶應義塾大学

立教大学
東洋大学

横浜市立大学 / 一橋大学
お茶の水女子大学

Trb/Tub（５名）

Ob（４名）

Vc（14 名）
東京大学 / 東京理科大学

東京大学

日本女子大学 / 早稲田大学

共立女子大学

慶應義塾大学 / 芝浦工業大学

白百合女子大学

東京大学

聖心女子大学 / 東京女子大学

Cb（４名）

Fg（４名）

Perc（３名）

東京大学

東京大学

東京大学

東京女子大学

東京理科大学

上智大学

日本女子大学

東京女子大学
※休団者を除いたデータです。

