
2019 新入生歓迎パンフレット 

  

~新歓スケジュール~ 
※以下の新歓スケジュールには変更の可能性があります。 
各イベントの詳細などは管弦楽団の Twitterで更新しますのでチェックしてください！ 
 

楽器体験 ＠部室 
3/9, 14, 15   4/1, 3 

10:00~15:00 
各楽器の先輩が対応します！ 

全奏見学 ＠70周年記念講堂 
3/12 4/9, 11 

18:00~（自由解散） 
普段の合奏の様子を見学できます。 

同日 17:00より先輩による個別対応も可能です。 

アンサンブル発表  
    ＠70周年記念講堂 

4/9, 11  17:00頃~ 
 

全体オリエンテーション  
   ＠70周年記念講堂 
4/13  演奏します演奏します♪ 
 

新歓合宿 ＠志賀高原 
5/2~6 

入団式 ＠講義室（詳細未定） 
4/18 

（入団希望者で出席できない方は

新歓担当にご連絡ください。） 



～はじめに～ 
新入生の皆さん、入学おめでとうございます！ 
 
きっと長く辛かったであろう受験生活から解放されて、これからは華のキャン
パスライフですね。大学はきっと今までより好きに時間を使って自由に過ごす
ことができるはずです！ぜひいろんなことにチャレンジしてみてください♪ 
 
さて、まだ大学に入ったばかりで勉強とかバイトとか恋愛とか、気になることも
きっとたくさんあるかと思います。でもやっぱり忘れてはいけないのは部活・サ
ークル！部活・サークルに入ることで友達の輪も広がってより充実した楽しい
大学生活を過ごせると思います。もう二度とこない、新入生がちやほやされるこ
の新歓の時期、ただボーッとしているだけではもったいない！いろんな部活・サ
ークルを見て、素敵な出会いを探してみてください♪きっとあなたを満足させ
てくれる団体があることでしょう！ 
 
そんな中、私たち「東京工業大学管弦楽団」に少しでも興味を示してくださった
あなた！ようこそ我が管弦楽団へ！ 
 
東工大管弦楽団（以下“とこオケ” ）はなんと現役２、３年で 60 人越え！先輩
方も合わせると総部員数は１００人越え！みんなでワイワイガヤガヤ仲良くや
っています。その活動内容は年２回の定期演奏会から学祭での模擬店とミニコ
ンサート、合宿など楽しい行事が盛りだくさんです。大学で初めて楽器を触った
人も生まれてすぐに楽器を触った人も、東工大生も他大生も、本当にいろんな人
がいます。だからこそ、この団での出会いも様々。音楽活動に限らずたくさんの
ことを学べるのがとこオケの良いところの 1つです。 
 
まだとこオケのことはよくわからない、もっと知りたい…そんな人のためにこ
のパンフレットを作りました。これを読んで少しでもとこオケの魅力を伝えら
れたら幸いです。きっと周りの先輩たちも優しく接してくれるはずなのでどん
どん声をかけて出会いを探してみてください♪ 
  



～東工大管弦楽団とは～ 
 東京工業大学管弦楽団は、大正 14 年（1925 年）に設立された、全国でも有数の
歴史を誇るオーケストラです。昭和２６年に、現在の NHK 交響楽団の創始者の１人
である故・尾原勝吉氏を常任指揮者に迎え、その一貫した指導のもとに成長しまし
た。昭和 51 年に尾原氏が健康上の理由で当団を退かれ、末永隆一氏にバトンが受け
継がれました。 
現在では東工大の学生だけでなく、大学院生や他大学の学生も含めたメンバーで、年
２回の定期演奏会を中心に活動しています。 

 

～活動内容～ 
◎年間スケジュール 

 イベント  イベント 
４月 入学式 式典演奏 ９月 金管打楽器セクション演奏会 

５月 春合宿（新歓合宿） 10 月 工大祭 
 すずかけ祭 12 月 定期演奏会 
 定期演奏会 3 月 木管セクション演奏会 

８月 夏合宿  弦楽アンサンブル演奏会 
 サマーコンサート  卒業式 式典演奏 

 
※年間スケジュールは年度によって多少の変動があります。 
とこオケのメインの活動は春と冬に行われる定期演奏会です。しかし、とこオケの活
動は定期演奏会だけにとどまりません！ 
他にも小学校での楽器ふれあい体験やパートのソロ演奏会など、上記のスケジュール
にはない活動もあります。 
 
  



◎週間スケジュール 
 月 火 水 木 金 土 日 

弦楽器 ×  分奏  × × × 
木管楽器 × 全奏 × 全奏 × × 分奏 
金管楽器 ×  分奏  × 分奏 × 

 
 大まかな練習日程は表の通りです。全奏というのは全体合奏の略で、学内の７０周
年記念講堂で全体での合わせ練習を行います。また、分奏というのは弦楽器、木管楽
器、金管楽器に分かれてそれぞれ行うセクション練習のことです。基本的には毎週こ
のスケジュールで練習がありますが、東工大のテスト期間や長期休みにある帰省推奨
期間など、練習がお休みになる期間もあります。 
 また、団員は部室の鍵を持つことができるので、練習がない時でも自由に部室で練
習することが可能です！ 
 
◎各セクション練習 
弦楽器 
毎週水曜 13 時半～17 時頃 ＠西９号館音楽練習室 
（本番前は臨時で土日に練習が入ることもあり） 
基本的に弦トレーナーの野崎先生に見ていただきます。 
分奏後にパート練習を行うパートもあります。 
 
木管楽器 
毎週日曜 10 時頃～17 時頃 ＠東工大の講義室 
基本的なところを学生分奏で合わせた上で月に数回木管トレーナーの鈴木先生や南方
先生に見ていただきます。パート練習は不定期です。 
 
金管楽器 
毎週水曜 15 時～18 時、毎週土曜 10 時～13 時 ＠東工大の講義室 
（長期休みは水曜日も 10 時～13 時） 
普段は学生分奏を行い、月に２回程度金管トレーナーの山田先生に見ていただきま
す。パート練習は不定期です。 
 



～活動の詳細～ 
ここで各演奏会や合宿、文化祭などについて簡単に説明します！ 
 
◎定期演奏会 
 年に２回、春と冬に学外のホールを借りて行われる演奏会です。我が管弦楽団の最
大のイベントと言っても過言ではありません！冬の定期演奏会で３年生は現役引退と
なります。 
 定期演奏会の歴史は長く、次の春の定期演奏会が１６０回目になります！定期演奏
会についての情報は次のページをご覧ください。 
 
◎サマーコンサート 
 夏合宿中にその合宿地である長野県の志賀高原で行われる演奏会で、毎年地元の方
に好評をいただいています。普段の定期演奏会とは異なり、馴染み深い有名な曲を演
奏することが多いです。多くの１年生にとってはこのコンサートが初舞台！オケデビ
ューを果たす思い出深い演奏会となるはずです。 
 

◎セクション演奏会 
 普段オーケストラは大人数で演奏するのですが、それとは違って少人数でユニット
を組み、自分たちで選曲・練習を重ね本番に臨む、というのがこのセクション演奏会
です。金管打楽器、木管、弦それぞれのセクションで行われます。いつもオーケスト
ラの中にいるとどうしても大人数で弾くのに慣れてしまうので、少人数で演奏できる
機会はとても新鮮で新たな発見がたくさんあるはず！ 
 少人数のユニットで演奏できる機会としては他にも近所の小学校での演奏や、5月
にあるすずかけ祭（@すずかけ台キャンパス）でのアンサンブルの発表などがありま
す。 
 
◎合宿 
 合宿は毎年ゴールデンウィークと 8月下旬の年２回、長野県の志賀高原に行きま
す。 
 春は新歓合宿も兼ねていて、新入生は他の新入生たちや先輩と親睦を深めたり、初
めての人は楽器に慣れたり…♪夏は先ほど述べたサマーコンサートが行われます。 
 どちらも演奏技術向上という目的を持っていますが、それだけでは終わりません！



パートごとの交流会や全体会など楽しい時間がたくさんあります。たった数日です
が、寝食を共にすることで親睦を一段と深めて大岡山に帰ってきます。 
 
◎工大祭 
 毎年 10 月上旬に行われる文化祭、『工大祭』。管弦楽団の張り切りどころです! 
１年生の弦・木管は『演奏喫茶』という名でアンサンブル演奏会、金管・打楽器は
『火の鳥』という焼き鳥屋、そして 1・2年生合同で『ミニコンサート』を行なって
います。新入生の中には文化祭で見たことがある人がいるかも？  
 工大祭を通じて１年生はパート関係なく仲良くなり、先輩後輩の距離も縮まりま
す。ちょっと大学で文化祭張り切りたいな、文化祭楽しみたいな、なんて思っている
人にはピッタリだと思いますよ！団員みんなにとって思い出深いイベントなので、も
しかしたら先輩たちから過去の面白いお話を聞かせてもらえるかも…？ 
 
 
 
◎次回の定期演奏会について 
 
東京工業大学管弦楽団 第 160 回定期演奏会 

日時：2019 年 5 月 25 日（土） 17:30 開演（17:00 開場） 
場所：大田区民ホール・アプリコ 大ホール 
指揮：末永隆一 
ピアノ独奏：竹澤勇人 
 
M. ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ 
S. ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番 
A. グラズノフ 交響曲第７番『田園』 
※チケット：当日券 1000 円・全席自由 
 
ぜひ聴きにいらしてください♪ 
（入団してくださった新入生のみなさんにはお手伝いをお願いします。） 

  



～パート紹介～ 
ここからはオーケストラに登場するパートの紹介をします。どのパートも個性的です。
これを読めばあなたもパートの雰囲気がすぐ分かるはず！しかしこの紙面だけでは伝
えきれないこともたくさんあるので、どの楽器にしようか迷っているのなら、先輩たち
に楽器の魅力を語ってもらっちゃってください♪ 
ただし、オーケストラでは各パートの人数が大まかに決められています。そのため、必
ずしも希望のパートに所属できるかどうかは分かりませんのでご了承ください…。募集
状況はホームページに掲載されている募集要項を確認したり、先輩に尋ねたりしてくだ
さい！ 
 
◎弦楽器 

 
 

 

こんにちは！バイオリンパートです！ 
バイオリンの魅力といえば、ズバリ艶やかな高音

域を用いて曲の主旋律を担当すること。私たちと

一緒に音楽を作り上げ、パート内で一丸となって

奏でる歓びを感じてみませんか? 
 

ビオラはオーケストラの中で中音域を担ってい

る楽器です。目立ったメロディが少ないため地味

に思われがちですが、 人の声に近いと言われる
音色は 他のどの弦楽器にも劣らない 渋みと響
きを持っています。 一度弾けばあなたもこの楽
器の虜になるはず！このオケのビオラパートは

居心地の良さが売りです。初心者もビオラ人も大

歓迎です！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎木管楽器 

 
 
  

チェロは音域が広く、グロテスクな低音や響き豊

かな中音、甘く繊細な高音のメロディまで何でも

出来ちゃうオーケストラの万能選手！イスに座

って楽器を構える姿は視覚的にもとても映える

楽器（であるとチェリストは思っています！！）

ソロ楽器としても愛されており、『白鳥』など数

多くの名曲が作られています。  

コントラバスは弦楽器のなかで最も大きく最も低

い音の出る楽器です。いつも伴奏をしていると思

われがちですがそんなことはありません。カッコ

いいメロディを弾くこともあり、やりがいのある

とても楽しい楽器です。大学から始める人も多い

ので初心者でも安心です。男女、楽器経験の有無を

問わず募集中です！ 
 

オーボエは独特で魅力的な音を持っていて、作曲者た

ちは曲を作る時にはどうしてもオーボエをたくさん

使いたがります。 だからソロやおいしいメロディー
もたくさん。興味があったら気軽に先輩に声をかけて

みてください！ 

神秘的で柔らかな音色が特徴のフルートは木管楽

器の最高音域を担当します。 旋律を主に吹き、ソ
ロも多くオーケストラの花形といってもいいでし

ょう。 興味があったら気軽に先輩に声をかけてみ
てください！ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
◎金管楽器・打楽器 
 

 

 
  

こんにちは、クラリネットパートですこんにちは、クラリネットパートです♪  
クラリネットは管楽器の中でも音域が広く、 
暗く深い低音から軽快に鳴り響く高音まで幅

広く音を奏でることができ、オーケストラで大

活躍できる楽器です！興味のある方はぜひ見

学にいらしてください。  

 

ファゴットは主に中低音を担当し、ポーという独

特な音を出す楽器です。そんな楽器なのでファゴ

パートには比較的ゆるーい人があつまります。 
また、知名度は低いですがオーケストラの中では

なかなかいい はたらきをします。 このパートは
初心者も多いので初心者なんだけどどの楽器を

やろうか迷っているという方はぜひ一度体験し

てみてください。 

こんにちは！ホルンパートです。 
ホルンはオーケストラにおいてとても大切な楽

器です。ときには優雅な音色、またあるときに

は力強い音色と様々な音を奏で、オーケストラ

全体に色を加えます。興味がある方は是非見学

に来てくだい！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

トランペットといえば、みなさんラッパとして

ご存知だと思います。オーケストラの中で非常

に重要な楽器です。とにかく目立ってかっこい

い！ 金管楽器のオオ様、オケの花形です。そこ
の君も一躍主役になれますよ！ そんなトラン
ペットパートは新入生を大募集しております。

少しでも興味があったら是非お声おかけくださ

い。 

トロンボーンパートは、テナーバストロンボー

ンとそれより音域の低いバストロンボーンの２

つで構成されています。時には美しい和音を奏

で、またある時にはその力強い音でオーケスト

ラ全体を支配します。様々な面で活躍すること

ができるトロンボーンに少しでも興味がある方

はぜひ見学にいらしてください。 

チューバはオケの中でも一、二を争うほど出番

の少ない楽器です。でも、大規模な曲をやる時に

は欠かせない楽器でもあります。もしチューバ

に興味がある方がいれば、気軽に相談しに来て

ください！ 

打楽器は 曲のおいしいところで活躍します！  
楽器自体大きいので存在感も抜群です。  
普段はティンパニが主ですが、 曲によってはシ
ンバルやスネアドラムなど様々な楽器を演奏で

きますきます♪ 少しでも興味のある人は是非見にきて
下さい！ 



～アンケート～ 
１、2年現役団員にアンケートをとってみました！ 

 

Q1 ずばり男女比はどれくらい？ 

 

Q2 所属はどこの人が多いんだろう？ 
A2 東工大なら１類と７類が多いです！他大生もたくさんいます！学院や大学を超え
て様々な人と交流できるのは大きな魅力です☆ 

 

男性
31人

女性
33人

１類
12人

２類 2人

３類 4人

４類 4人５類
6人

６類 2人

７類 9人

他大学
25人 理学院 1類

工学院 3,4,5類
物質理工学院 2,3類
情報理工学院 1,5類
生命理工学院 7類

環境・社会理工学院 4,6類

類⇄学院相関表

A1 ほぼ半々です！男子率の高い東工大
にもかかわらず、さすがはオーケストラ！ 
 



 

 
 

Q3 出身はどこですか？ 
A3 東京都、神奈川県、千葉県が多いですが、ほかにも全国各地から人が集まっていま
す。みんな地元愛が強いのです。方言とかいろんな地方のお話を聞いてどんどん仲良く
なっちゃってください！ 
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他大生の人数はこんな感じです！



Q4 みんな自宅生？or 一人暮らし？ 

 
 

Q5 部室までどれくらいかかるの？ 

 
 
 
 
 

自宅通い
50人

一人暮ら
し 14人

0~15分 3人

15~30分
15人

30~45分  
10人45~60分  

10人

60~75分  
12人

75~90分 5人 90分～
5人 A5 人によってまちまちですが、一

人暮らしの人は30分かからない人
が多いです！入学時には２時間近

くかけて通っていた人も、学年が上

がると大岡山近辺で一人暮らしを

始めるなんてことも結構あります。 

A4 比率は４：１くらいです。団員
の５人に１人が一人暮らしをして

いるんですね。一人暮らしの人は練

習後に集まってご飯を食べたり、泊

まったり！鍋パなんてのも一人暮

らし勢の魅力ですね！家事をこな

すのはなかなか大変そうですが一

人暮らしの方が自由はあるかも！ 



Q6 バイトはできるの？ 

 

 

 
業種でいうと塾講師や飲食がメジャーなようです。なかには、AI エンジニアやディー
ラーなんて人もいました！どの先輩か探して話を聞いてみると面白いかもしれません
ね…！ 

している
57人

していない
7人

1~2日
33人

3~4日
20人

5~6日
3人
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A6 大学生になればバイト事情が
気になりますよね。とこオケでは約

９割の人がバイトをしています！ 

練習が週に３〜４回あるので、

バイトは週に１〜２回という人

が過半数でしたが、なかには週

５〜６日というツワモノも！一

体いくら稼いでいるのでしょう

か？￥￥ 



Q7 みんないつから楽器を始めたの？ 

 

Q8 とこオケに入った理由は？ 
A8 主な理由をまとめてみました！ 

1. オーケストラがやりたかった、楽器を続けたかったから（21人） 
（中高吹奏楽部で大学ではオーケストラをやってみたいと思っていたから/オーケ
ストラの一員として演奏してみたかったから/オケをやりたかったけど自分の大学
にはオケがなかったから/オケが好き/楽器を弾くのが好きなため/…etc） 

2. 人や練習、雰囲気が良かったから（19人） 
（初めて分奏の見学に来た時に、この方々と一緒に演奏したいと思ったから/対応
してくれた先輩が優しかったから/クラパートが神/高校の先輩がいたから/友達に
誘われて/めっちゃ強いB.Tb奏者がいたから/オケの雰囲気がつるみすぎない感じ
で自分に合っていたから/和気あいあいとした雰囲気が良かった/落ち着いた(?)オ
ケに入りたかったから。雰囲気がとても良かったです！/本格的な曲に取り組める
から/他の候補のオケに比べて上手かった/先輩方が上手く、優しかった/…etc） 

3. 近くに練習場所が欲しかったから（14人） 
（家・大学の近くで練習できるから/部室使えるから/…etc） 

4. その他 
（運命(嘘) /そこに管弦楽団があったから/父が出身だから/かかる費用が安いから
（２人）/楽器があるから(コントラバス)） 
 

大学
8人

高校
11人

中学
25人

それ以前
18人

A7 初心者から経験者まで幅広く活躍していま
す！経験者も多いなか、大学まで触ったことの

なかった楽器にチャレンジする人もたくさんい

ます！やったことがないからと渋っているあな

たた♪一年前は同じ状況だった先輩もバリバリ活
躍していますよ！パートによっても状況は異な

るので先輩に気軽に聞いてみてください！ 
 



Q9 とこオケに入ってよかったことは？ 
A9 こちらもまとめてみました！（韻を踏んでみました w） 

1. 仲間との出会い（37人） 
（信頼できる仲間と出会えた/同期や先輩後輩の仲が良く毎日が楽しい！/大学に
居場所ができました/クラパートが神/雰囲気が良くて楽しい/家に引きこもること
がなくなった/みんな優しくて楽しいです/新しい居場所ができたとともに新しい
自分を見つけることができた/いろんな経歴の人と話が出来た/みんな個性豊かで
楽しいです/団員がとても面白い！！！楽しい！！！/物凄く雰囲気が柔らかくて
楽しい！/数学の話を出来る人がいる/皆さん優しくて良い方ばかり/団の仲間は自
分の家族のような存在です。笑/レベルの高い人たちと一緒に演奏できて、本当に
幸せ者です/多くのクラシックが好きな人に出会えた/いろんな大学の人たちと交
流が持てる/音楽が本当に好きな人が多い/先輩に勉強を教えてもらえたり研究室
の情報などを教えてもらえる/いい同期と先輩に出会えました/金管セクションが
みんなぶっ飛んでる人だったこと(たのしい)/…etc） 

2. 音楽とのふれあい（14人） 
（アンサンブルの楽しさを知れた/上手な方々の演奏を聴くことで自身の向上に努
めることができる/好きな時に練習できる。ほどよく合奏がある。乗り番がたっぷ
りある/演奏機会が多い/アンサンブルも含め色々な曲を経験することができる/音
楽に関する知識があまりないので練習に参加したり、話を聞いたりするだけでとて
も勉強になる/…etc） 

3. 部室使い放題（6人） 
（部室が無限に使える/空きコマに部室で練習できる/…etc） 

4. その他 
（グラ 7 が出来ること/女子が多い/練習が決まった曜日時間でスケジュールが組
やすい/近い（２人）/大学の試験期間に合わせて休ませてもらえる） 

 
気の合う仲間との出会いは大学生活の宝物ですよね☆演奏会が多いのでたくさんの曲
に触れ合うことができます。他の管弦楽団と比べて部費が安いこと、冷暖房完備・ロッ
カーあり・音出し可能の部室がほぼ 365 日使い放題なことも大きな推しポイントで
す！ 

団員一同、心よりお待ちしております♪ 



～新歓合宿について～ 
最初の合宿がもうすぐあります！！ 
とこオケはこれから新しく団員となる新入生への歓迎として都会を離れ、志賀高原に
て合宿を行います。同期の仲間と仲良くなったり先輩や指導してくださる先生方に自
己紹介をしたり、オケの中で親睦を深めるいい機会なので、ぜひご参加ください。 
以下詳細です。詳しいスケジュール等は入団後に説明があります。 
 
日時：５月２日（木）～５月６日（月）  
   午前中に大岡山を出発予定。 
 ※授業等で午前の都合つかない方を考慮し遅い時間に出発するバスも用意します。 
 
場所：木戸池温泉ホテル（０２６９－３４－２８２） 
    〒３８１-０４０１ 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原木戸池 

 

～部室へのアクセス～ 
正門から入って図書館を右手に見ながら沿うように進み、橋を渡らずに左折。左手に
見える階段と隣接しているピンク色の建物の 2階が管弦楽団の部室です。部室は人が
いる限りいつでも開いています。「どんな部室なんだろう」「どんな雰囲気なんだろ
う」と気になった人はいつでも見学に来てください♪ 
また、新入生も入団してしばらくすると鍵がもらえるので、いつでも出入り可能にな
ります。 
ちなみに、部室横の階段を下りて目の前の建物が全奏を行なっている「70 周年記念講
堂」です。全奏見学やアンサンブル発表の日にぜひ足を運んで見てください！ 
 
 
 
 
 
 
 
 



～連絡先～ 
東京工業大学管弦楽団について、質問や見学の希望などがありましたら下記の連絡先
までお気軽にご連絡ください！また、何かわからないことや知りたいことがありまし
たら遠慮なくお近くの団員に聞いてみてください。 
 
Email：titechorch.shinkan@gmail.com （新歓担当） 
Twitter：@titech_kangen 
ホームページ：http://orchestra.musicinfo.co.jp/~tito/ 
この HPはクラシック音楽情報センター（http://www.musicinfo.com）より、サーバーの無償提供を受けています。 

 
新歓イベントや今後の演奏会の最新情報は公式ツイッターで更新していきますのでそ
ちらをチェックしてください！ 


