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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、これからは華のキャンパスライフですね。大学は今まで

と違って一日の過ごし方はそれぞれの自由！羽を広げて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、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！大学ではクラスがないも同然なので、部活・サークル

で友達の輪を広げていくことが大事だと思います。

もう二度と来ない、新入生がやたらチヤホヤされ、奢られまくるこの新歓の時期、ただボーッとしているだけ

ではもったいない！色んな部活・サークルをみて、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、今回私達「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、なんと部員総数約 40 人！みんなでワイワイガヤガヤ仲良くや

っています。その活動内容はさまざまで、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沢山です！

大学で初めて楽器を触った人から、生まれてすぐに楽器を触った人まで、東工大生も他大生も色々な人

がいます。だからこそ、この団での出会いもさまざま。音楽活動に限らずたくさんのことを学べるのが、管弦

楽団の良いところのひとつだと思います。

まだとこオケの事はよく分からない、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

読んで少しでも管弦楽団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♪
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東工大管弦楽団とは

東京工業大学管弦楽団は、なんと大正 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一人である故・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

※ 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。しかしそれだけに止まらず、小学校での楽

器ふれあい体験やパート、セクションによる演奏会などイベントがたくさんあり、一年間退屈知らずで過ごせ

ること間違いなしです！

9月 金管打楽器セクション演奏会
10 月 工大祭
12 月 定期演奏会
3月 木管セクション演奏会

弦楽アンサンブル演奏会
卒業式 式典演奏会

4月 入学式 式典演奏
5月 春合宿（新歓合宿）

すずかけ祭
定期演奏会

8月 夏合宿
サマーコンサート
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週間スケジュール

大まかな練習日程は表のようになっています。ちなみに「全奏」というのは「全体合奏」の略で、学内の 70

周年記念講堂にて行う全体での合わせの練習のことです。「セクション練習」というのは、弦楽器、木管

楽器、金管楽器というくくりに分かれての練習の事です。内容、時間などは各セクションによりさまざま。詳

しくは団員までお気軽にお尋ねください！また、団員は部室に 24 時間出入り可能で、暇なときは部室に

来て自主的に練習することも可能です！

もっと詳しい活動内容！

では各演奏会や合宿、文化祭などのイベントについて、簡単に説明していきたいと思います。

1 定期演奏会

年に２回、春と冬にどこか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！冬の演奏会では３年生が現役引退となるので、かける想いも変わってくること

でしょう…。そんなアツい定期演奏会は歴史も長く、次の春の定期演奏会でなんと、166 回目となりま

す！定期演奏会についての情報は最終ページをご覧ください。

② サマーコンサート

こちらは夏合宿中にその合宿地である志賀高原で行われる演奏会で、地元の方に大変好評をいただい

ています。普段の定期演奏会とは異なり、馴染み深い曲―『天国と地獄』とか『威風堂々』とか―をやる

ことが多いです。また多く１年生にとっては、サマーコンサートが初舞台！オケデビューを果たす思い出深い

演奏会となります。
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③ 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アンサンブルのユニットを組み、

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。金管楽器、木管楽器、弦

楽器それぞれで行われます。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ります！また、少人数のユニットで活動

する他の機会として、近所の小学校で演奏することなどもあります。

④ 合宿について

合宿は毎年ゴールデンウィークと、８月下旬の年２回行われます。春合宿では初めての人は楽器に慣れ

たり、他の新入生たちと親睦を深めたりなど新歓中心の合宿です♪夏は５泊６日で、どちらも志賀高原

で行われるのが恒例となっています。先ほど述べたように夏合宿の期間中にサマーコンサートが行われます。

どちらも演奏技術の向上と言う目的を持っていますが、それだけじゃ終わらないのがポイント☆大学生らし

い飲み会や新入生歓迎会もあります。ゲーム大会が行われることも！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、大岡山へと帰ってきます。

⑤ 文化祭について

毎年１０月下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！！

一年生の弦・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』をやることになっています。(※不運なことに、このパンフを書いている

人の代は三年生ですが一度も工大祭を経験していません…今年こそはできるといいな！！) 新入生の

中には文化祭で見たことがある人がいるかも？

文化祭を通じて 1 年生は楽器に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

化祭張り切っちゃいたいなっ、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アツいお話を聞かせてもらえるかも☆

（ただし先述の通り、その思い出が我々にはないのです…悲しい…）
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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な紹介文を書いてくれました。

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！でもこれだけでは伝え切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なら、楽器の魅力を先輩たちに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・・・。募集状況は随時変わっていくので、気になる人は部

室でたむろっている先輩たちに聞いてみましょう。また、当団ＨＰにも募集状況が載っているので、そちらも

参考にしてみてください。

Violin バイオリン

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？

Viola ビオラ

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ビオラの虜になるは

ず！このオケのビオラパートは居心地のよさがウリです。初心者

も達人も大歓迎です！
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Cello チェロ

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

能選手です。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。

Contrabass コント

ラバス

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、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。

コントラバスパートはこんなに魅力的な楽器にも関わらず今深刻な人手不

足に直面しています！一緒に演奏する仲間を大大大募集中で

す！！！

Flute フルート

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！

Oboe オーボエ

オーボエは独特で魅力的な音を持っていて、作曲者さんたちは曲を作

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。だからこそ、ソロや

おいしいメロディーもたくさん。興味のある方は気軽に先輩に声をかけて

みてください！

ただいま、人手不足に困っています・・・
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Clarinet クラリネット

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き、オーケストラで大活躍できる楽器で

す！

今のところ現役クラリネットは 1 人しかいません…！このままではとこオケのク

ラリネット吹きが消滅してしまう…？泣 これまでにない絶滅の危機に陥って

います。

新入生の皆さんの入団を心待ちにしています！ぜひ遊びに来てください！

Bassoon ファゴット

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〜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メロディから

伴奏まで幅広く活躍します。 (某お菓子同様、端から端まで美味

しい！)このパートは初心者も多いので、初心者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！(もちろ

ん経験者も大歓迎！)

皆さん一緒にトッポを吹きましょう！

Horn ホルン

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。時には優雅

な音色、時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。

また木管五重奏には欠かせない重要なパートでもあるので、アン

サンブルに加わって演奏することもできます！
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Trumpet トランペット

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で

す！

金管楽器の王様ですそして、オケの花形です。

そんなトランペットパートは新入生を大大大募集しております！来た

れ！若人よ！

Trombone トロンボーン

トロンボーンパートは 1 学年 1 名前後。

テナーバストロンボーンと、それより低い音が出るバストロンボーン

によって構成されています、

みんなで綺麗なハーモニーを作ったり、バリバリとかっこいい音を

鳴らしたりと、低音としてオケを支える力強いパートです！

Tuba チューバ

チューバはオケの中でも 1,2 を争うほど出番の少ない楽器です。でも、大

規模な曲をやるときには欠かせない楽器でもあります。

暇なのに、何故 Tuba を吹くかって？さあ、何故でしょうね？

何故だか知りませんが、その数少ない出番に、僕は全人生をかけてもよく

なれるのです。…これって変ですかね？

Percussion パーカッション

打楽器は曲の美味しいところで活躍します！

楽器自体が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よ♪
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アンケート

現在１年生、２年生の現役団員に色々と答えてもらいました！

Q1.男女比は？

男女比はほぼ１：１で、なんと若干女

子が多めです！本当に東工大なのか

…？

インカレ（他大生も所属可能な部活・サ

ークル）なので他大からも団員が集まって

いるというのもあり、とてもバランスの良い

比率となっています！

Q2.どこの所属？

東工大生：他大生の割

合はおよそ 3:1 です！

また、学院では工学院、

物質理工学院に所属し

ている人が多いです！

様々な場所から団員が

集まっていることもとこオケ

の大きな魅力の一つで

す！
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Q3.他大生はどこの大学から来てる？

たくさんの大学から来ています！他にも、過去には慶應や早稲田なども含め、実に様々な大学からの団
員が在籍していたこともあり、広い交友関係を持つことができます！

Q4.出身はどこ？

団員は首都圏以外からも集まってきています！
いろんな団員と仲良くなることで、自分の知らない土地の面白い話が聞けるかも！
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Q4.自宅暮らし？それとも一人暮らし？

比率はおよそ 1:6 となっていま

す！

圧倒的に実家暮らしの学生が多

いのがわかります。

Q5.部室までどのくらいかかる？

一人暮らしの人は大学近辺に住んでいる場合がほとんどなので、30 分以内の人が多いです！
団員の中には千葉や埼玉の方から２時間かけてきているという人もいれば、実家から５分で着く人もいま
す(羨)。
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Q6.バイトしてる？

一週間に２回の人が大多数ですね！オケの練習は週に３〜４回あるのでそのくらいが忙しさもちょうどよ
く勉強とも両立しやすいということでしょう。よく見ると週７でバイトを入れている猛者がいますね…。また、
バイトをしていない人は割合にして 3 割ほどいます！

また、職種としては塾講・家庭教師が圧倒的に多いです。飲食も定番と言ったところでしょうか。
それらにこだわらずとも、いろいろな仕事があると思うので自分のやりたいことに挑戦してみるのも楽しいので
はないでしょうか！
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Q7.今の楽器を始めたのはいつ？

中学から始めた人が多いです！

高校の時の部活はオケや吹奏
楽、弦楽などが大多数ですが、
他には合唱や物理部、英語劇、
バレーボール部に入っていた人
もいます！

大学生から始めたという人の中
には、今まで楽器の経験がない
人もいれば今まで違う楽器をや
っていたという人もいます！

経験者のみ募集のパートもありますが、心機一転新しいことに挑戦してみるのはいかがでしょう！
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Q8.なんでとこオケに入ったの？

1. オケがやりたかった

この意見がやはり一番多かったですね！オケの経験がある人もない人も、オケがやりたいと入ってくれ
たみたいです。もともとオケの団体に所属していた人や吹奏楽部、弦楽部にいたという人など楽器を
やっていた人もいれば、高校まではバレーをやっていたとか、違うことをしていた人もいます。

2. 楽器がやりたかった

経験者が楽器を続けたかったという意見はもちろん、未経験者による、昔経験したことがあってもとも
と興味があったという意見や、楽器そのものに興味を抱いてくれた人が多いみたいです。また、小さい
頃に楽器を習っていてブランクを経て大学からまた始める人もいます。

3. 知り合いに誘われた

団員の中には自分からとこオケにきた人も多いですが、知り合いの団員の誘いや勧めで入団する場
合も少なからずあります。
例えば高校の部活の先輩がとこオケにいたり、他大生だと自分と同じ大学の団員がいることで入団
のハードルが下がったり。または身内に団員がいたから入団した、なんて人もいます。

4. 音楽をやりたかった

音楽と一括りに言ってもオーケストラに限らず合唱だったり、吹奏楽だったり、バンドだったり、さらに広
く捉えるとダンスなんて選択肢もありますね。そんな数ある中からとこオケを選んでもらえたのは一団員
として嬉しい限りです。

5. 東工大に行きやすかった

特に他大生にとって、ロケーションはかなり大きいですね。定期の範囲内にあるかどうか、また自分の
大学や自宅からの時間がかかりすぎないかどうかなど、行きやすさというのは重要です。
練習後にご飯を食べて帰る、なんてシチュエーションもないわけではないので、大学へのアクセスは大
事ですね。

以上では多く意見が集まったものを紹介しましたが、他にも
 とこオケの雰囲気が良かった
 楽器を吹く場所の確保のため
 楽しそうだった
 レベルの高い演奏ができそうだった

などの意見を団員からもらっています！



16

Q9.とこオケに入って良かったと思うことは？

1. 仲間ができた

とこオケに限らず、部活やサークルに入ることの最大の利点ですね！同期だけでなく先輩や後輩の知
り合いができ、共に活動できるのは団体に所属しないと経験できない楽しさですね〜。
同じ目標をもつ者たちが集まることで、とこオケだと一緒にコンサートに行ったり、クラッシックを語り合え
る人ができるのも魅力的です。
他の大学の生徒との交流や、東工大生でも学院に関係なく友人ができたり、授業を受けているだけ
ではできない新しい出会いに恵まれたことが、嬉しい記憶として団員の中に残っているみたいです。
また、コロナの影響でできにくい縦と横の関係ができて嬉しいとの声もいただきました！

2. 活動が楽しい

ですよね！！！演奏って楽しいですよね。音楽そのものが好きで楽しくやっているという意見の他にも、
まとまった人数で音楽をできるのが楽しいとか、舞台上で良い音を聴けるのが嬉しいなどの意見もあり
ました！やはりせっかくなら楽しめる活動ができると嬉しいですよね！

3. 周りの人がみんなうまい

とこオケにはいろんな人がいろんなところから集まってきているので、初心者からプロと言っても過言では
ないくらい楽器が上手い人まで本当に様々です。
知識豊富な経験者からコツなどを教えてもらったり、周りの人を参考にしながら練習できたり、はたま
た上手い先輩の演奏を聞いて学べるものがあったり・・・
また楽器の腕に関係なく、それぞれがいろいろな経験をしてきているので得るものが多いのではないで
しょうか！

4. 演奏の機会が多い

はい、演奏の機会多いです！これは確か。オーケストラとしての演奏だけでなく、パートでの演奏会や
セクションでの演奏会の機会もあったり、工大祭ではアンサンブルを演奏する機会もあります！
いろんな形での演奏ができること、またその演奏を通して OBOG の先輩方と関わる機会もあったりな
かったり。先輩後輩を誘ったりしてアンサンブルを編成したりもできますから、交流の場も多いということ
ですね。

5. 成長できた

先述の通り、団員の中には楽器やオケに関する知識（もちろん勉強面でも）をたくさん持っている
人が多くいます。そんな人たちがいることで勉強になったり、教えてもらったりという成長のしかたもあれ
ば、演奏会の本番を経験することが成長につながったと感じる人も。
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6. 部室がいつでも利用できる

これはとこオケの大きなメリットと断言できます！入団すると部室にいつでも入れるようになるので、好
きなタイミングで練習時間を確保できます。そのため、東工大生だと大学内で暇な時間ができたとき
に立ち寄り練習をするだとか、お昼ご飯を部室で食べることも。そのままバトミントンをしに芝生の方ま
で出かけたりも！？・・・・・・今の状況ではできないんですけどね・・・
また入団すると講堂での練習があるので必然的に客席ありの舞台上で弾くことになるのが嬉しいとの
意見もありました！
この他にも、

 トレーナーの先生方に練習を見てもらえる
 楽器を借りられる(楽器によります)
 先輩が勉強を教えてくれる
 腕力を表情筋が鍛えられ、成績も上がりじゃんけんが強くなった！(個人差あり因果関係なし)

by ホルン団員一名
などの意見も！
過去には恋人ができたとの意見もありました！！果たして今年はどうなのか・・・(?)
以上です！現役団員の意見が何か参考になれば幸いです！

次回の定期演奏会予定と過去の演目

第 166 回定期演奏会

日時：2022 年 5 月 29 日（日）開場 17:00、開演 18:00
場所：鎌倉芸術館
指揮：末永隆一
A. ドヴォルザーク 交響曲第 9番ホ短調 Op.95 「新世界より」
R. ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

ぜひ聴きに来てくださいね！
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過去 5年間の演目
第156回定期演奏会

2017年5月27日（土）

J.ブラームス 交響曲第1番ハ短調

G.ビゼー 「アルルの女」第1組曲

G.ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲

第157回定期演奏会

2017年12月26日（火）

C.ニールセン 交響曲第4番「不滅」

N.リムスキー スペイン奇想曲

D.ショスタコーヴィチ 祝典序曲

第158回定期演奏会

2018年5月19日（土）

L.v.ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

P.i.チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエッ

ト」

O.ニコライ 「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

第159回定期演奏会

2018年12月26日（日）

C.サン＝サーンス 交響曲第3番「オルガン付き」

A.ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」

J.シベリウス 交響曲第6番

第160回定期演奏会

2019年5月25日（土）

A.グラズノフ 交響曲第7番「田園」

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
（ピアノ独奏：竹澤勇人）

第161回定期演奏会

2019年12月28日（火）

S.ラフマニノフ 交響曲第2番
F.シューベルト 「ロザムンデ」序曲

B.スメタナ 連作交響詩「我が祖国」より「モルダウ」

「シャールカ」

第162回定期演奏会（新型ウイルスの影響により中止）

2020年5月24日（日）

J.ブラームス 交響曲第2番
F.メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」序曲

E.グリーグ 交響的舞曲

第163回定期演奏会

2020年12月28日（月）

A.ドヴォルザーク 交響曲第8番
J.シベリウス 交響詩「フィンランディア」

第164回定期演奏会（新型ウイルスの影響により中止）

2021年5月30日（日）

J.ブラームス 交響曲第2番
E.グリーグ 交響的舞曲

W.A. モーツァルト 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』序曲

第165回定期演奏会

2021年12月27日（月）

P.i.チャイコフスキー 交響曲第5番
L.v.ベートーヴェン 交響曲第1番より第1楽章

R.コルサコフ 歌劇『皇帝の花嫁』より序曲

新歓合宿

最初の合宿がもうすぐありますっ！！！

我々管弦楽団は、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。以下は詳細になります。

日時：5 月 3日（火）〜5 月 5 日（木） ※前日 5/2(月)の夜に出発する予定です。

場所：木戸池温泉ホテル （0269－34－2821）

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原木戸池
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部室へのアクセス

正門から入ってチーズケーキ（３角柱）型の新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。降りる階段と隣接している建物の２階が管弦楽団の部室になっています。部室に人がいる限り、
部室はいつでも開いています。

東京工業大学大岡山キャンパス
音楽サークル棟 2階（新附属図書館横）

新入生も入団してしばらくすれば部室の鍵がもらえるので、いつでも出入りが可能に！「どんな部室なんだ
ろう？」「どんな雰囲気なんだろう？」など気になった人は気軽に部室にどうぞ☆

連絡先はこちら

東工大管弦楽団について、質問や見学の希望などありましたら、下記の連絡先まで遠慮なくどうぞ！
このパンフレットに載っていてもいなくても、何か分からないことがあったら遠慮なくお近くの団員までお尋ねく
ださい♪きっと丁寧に、そして優しく教えてくれるはず！

管弦楽団 Twitter アカウント名：@titech_kangen

→プロフィールのリンクはこちら：https://twitter.com/titech_kangen?s=20

管弦楽団 Instagram アカウント：titech_kangen

→プロフィールのリンクはこちら：

https://www.instagram.com/titech_kangen/?igshid=9153orrutdc1

新歓係 メールアドレス：titechorch.shinkan@gmail.com

当団ホームページはこちら：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。
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