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♪活動について 

慶應義塾大学文化連盟公認団体である当楽団は、6 月・12 月に行う定期演奏会、春・夏

休みに行う合宿を中心に活動しています。 

その他にも、自由参加のイベントとして、ウインド音楽祭、スキー合宿、各学年やパートごとの

旅行、慶早戦観戦などを行っています。 

 

♪部員数  82人（男 47人・女 35人 2年生 38人、3年生 21人、4年生 23人） 

♪部室  日吉塾生会館 倉庫 3〔地下 1階〕、201〔2階〕 

♪練習について 

・合 奏   木曜日〔塾生会館２階大ホール〕       18:00～20:30 

・金管分奏  金曜日〔塾生会館地下１階合同練習室〕  18:00～20:30 

・木管分奏  火曜日〔塾生会館地下１階合同練習室〕  18:00～20:30 

・パート練習日  

Flute 月曜日 Trumpet 火曜日 

Oboe  月曜日 Trombone 水曜日 

Bassoon 月曜日 Euphonium 水曜日 

 Clarinet 金曜日 Tuba 水曜日 

 Saxophone 金曜日 Contrabass 水曜日 

 Horn 火曜日 Percussion 火曜日 

 

※合奏、分奏、パート練習合わせて週 3回の練習がありますが、演奏会の 2か月前から

は日曜日（時間帯は基本的に 18：00～２0:3０）にも練習が入ります。 

※学業優先とするため試験期間１ヵ月前からは基本的に活動しません。 

※春季・夏季休業中には合宿の準備のために数日練習があります。 

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大学側からサークルの活動につい

て制限・自粛を要請されています。上記の練習日・時間は例年のものであり、変更の

可能性があります。 
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♪諸経費について 

・入団費   2000円 

・譜面台費   4000円（自持ちの人は不要） 

・団費 半期 6000円 

・演奏会費      1回につき 25000円程度 

・合宿費     春・夏それぞれ 45000円程度   その他諸費用 

※演奏会の衣装は各自で用意してもらいます（詳しくは質問フォームまで）。 

※1年生から春の定期演奏会にのります。 

 

 

 

♪定期演奏会について 

基本的に、Ⅰ部３曲・Ⅱ部２曲という２部構成で行っており、Ⅰ部は学生指揮者が、Ⅱ部は常

任指揮者の先生が指揮を振ります。 

曲目はすべて団員のアンケートをもとに、団員の中で決定します。 

常任指揮者の先生の他に、木管・金管トレーナーの先生、パートトレーナーの先生を何回かお

呼びし、よりよい演奏を目指します。 

 

●次回定期演奏会 6月 18日（土）  ＠かつしかシンフォニーホール 

 

第Ⅰ部 吹奏楽のための「風之舞」 （福田洋介） 

交響曲第一番 「アークエンジェルス」 （フランコ・チェザリーニ） 

             ハイランド讃歌組曲 （P.スパーク） 

 

 第Ⅱ部     たなばた (酒井格) 

       蒼氓愛歌 ～三つの異なる表現で～ (清水大輔) 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、演奏会を中止、延期、または曲目を変更す

る場合があります。 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYDUhtDmAByFyEGCTD1k-ta-72nFjpYDU-x55ssKfN4h7hpg/viewform?usp=sf_link
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♪常任指揮者・トレーナーの方々 

 

・常任指揮者 津田 雄二郎先生 

  1986年から 5年連続で市川交響吹奏楽団を全日本吹奏楽コンクール金賞に導き、1987年

には世界的なトロンボニストのジョセフ・アレッシ氏とニューフィル千葉とのコンサートを開催するな

ど、各方面で大活躍なさっている先生です。楽しく、真剣に、そして時には厳しく、合奏をしてくだ

さいます。 

 

 

・木管トレーナー 名雪 裕伸先生 

  東京フィルハーモニー交響楽団に所属されていたフルートの先生です。木管分奏を見てくださ

います。オーケストラ活動の他、神奈川新聞主催の学生音楽コンクール・全日本吹奏楽コンク

ールなどの審査員を務めたり、ソロ・室内楽分野においての企画・運営をされたりと、多方面で活

躍なさっています。 

 

 

・金管トレーナー 深石 宗太郎先生 

  様々なところで活躍なさっているユーフォニアムの先生です。金管分奏を見てくださいます。国

際コンクールユーフォニアム部門第 2 位、第 2 回レオナード・ファルコーニ記念コンクール第 3

位、日本管打楽器コンクールで何度も入賞されるなど、輝かしい功績を持っていらっしゃいます。 
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★ウインドの１年間★ 

 6月 定期演奏会（春定）  ー新入生にとって初めての演奏会 

 

8月 夏合宿 ５泊６日 in志賀高原 カレッジコンサート 

―ポップス曲を中心に演奏 団員の絆が深まるイベント 

9月 初見大会  ―２年生主導で行われる、まったく初見の曲を演奏する会 

 

10月 慶早戦観戦（観戦のみ、応援演奏は行わない） 

       

11月 ウインド音楽祭 ＠塾生会館２階大ホール  

―団内自由参加の音楽発表会 

 

12月 定期演奏会（冬定）  

 

 2月 追い出しコンサート ＠塾生会館２階大ホール 

             ―卒団する 4年生を懐かしい曲とともに送り出す 

         スキー合宿 ２泊３日 in 新潟県 

―経験豊富な先輩が教えてくれるので初心者でも大丈夫 

 

3月 春合宿 ５泊６日 in山中湖 団内アンサンブル大会  

 ―新体制になって初めてのイベント。春定の練習や新歓の準備 

 

その他、パート・係ごとの企画・発表など、イベントがたくさんあります！ 

（アンケートも参照） 

 

昨年度はほとんどのイベントが中止となってしまいましたが、初見大会、合奏、年末には

観客を制限した上での定期演奏会を行いました！ 

 

※この年間スケジュールは例年のものであり、変更の可能性があります。また、今年度も

昨年度同様、定演や合宿が中止となる可能性があります。 
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★幹部あいさつ★ 

★代表  高倉 彬 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！数多あるサークルの中から、ウインドアンサンブルに興味を持

ってくださりありがとうございます。皆さんは今、夢の大学生活を手に入れたわけですが、そんな大学生活をさらに

彩るのがサークル活動だと思います。私もオンライン授業のためキャンパスへ行く機会すら少ない中、ウインドでの

活動以上に仲間とのつながりを感じられたものはありませんでした。昨年より定期的な練習も再開となり、年末に

は定期演奏会を開催しました。演奏活動も、その他のイベントもどちらも全力で取り組み、楽しむところがウインドな

らではの良さだと思います！団員は学部や楽器経験は様々ですが、音楽を愛する気持ちは皆同じです。吹奏楽

部だった人も、楽器にブランクがある人も、未経験者も、ぜひウインドアンサンブルへお越しください！皆さんと共に

活動できるのを心待ちにしています！ 

 

★総務  梅澤愛理 

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！総務をしています 44 期（３年・サークル内では学年を期で

呼ぶことが多いです）トランペットパートの梅澤愛理です。この度はこのパンフレットをお手に取っていただきありがと

うございます！コロナ禍で対面での新歓活動が制限され、サークル選びに不安があると思います。2 年前は私自

身そうでした…。このパンフレットではウインドの一年の流れや活動に必要な費用、パート練習の曜日など具体的

な情報がたくさん載っているので新生活のイメージを膨らませるのにきっと役立つはずです！また、最後の"ウイン

ドなんでもアンケート"は対面以外で団員一人一人の声が聞ける数少ない機会でもあります！新生活の準備に

日々追われていることと思いますが、ぜひ最後まで目を通していただければなと思います！ 

 

★学生指揮者 中谷 優梨香 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！ウインドアンサンブルに興味を持ってくださってありがとうござい

ます。ウインドアンサンブルは日吉唯一の吹奏楽サークルであり、定期演奏会を年に 2回行っています。その他に

も楽しい企画がいっぱいあります！団員はそれぞれ違った個性を持っていますが、みんな音楽のことが大好きで

す。そんな仲間達と目標に向かって音楽をつくり上げるのは本当に楽しいです！音楽が好きな方、吹奏楽が好き

な方、ぜひぜひウインドアンサンブルでお待ちしてます♪ 
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★パート別募集要項★ 

楽器名 希望人数 未経験者 マイ楽器 備考 

Fl ４ 不可 要  

Ob 2 不可 要  

Fg 2 不可 その他（条件付き等） 団楽器１台のみ貸出可 

Cl 8 条件付きで可 要 未経験者は吹奏楽経験者

であれば可。マイ楽器は特

殊管は不要。 

Sax 6 場合により可 その他（条件付き等） アルト・テナー・バリトン各 2

名ずつ。経験者を優先す

る。 

マイ楽器はアルトのみ必要 

Trp 5 歓迎 その他（条件付き等） 団楽器１台のみ貸出可（マ

ウスピースのみ要購入） 

Hr 3～ 条件付きで可 その他（条件付き等） 未経験者については金管

楽器経験者に限る 

団楽器２台まで貸し出し可 

Trb 3～4 場合によっては可 その他（条件付き等） 経験者を優先する。マイ楽

器は練習参加までに要購

入。 

Euph 3 場合によっては可 その他（条件付き等） 経験者を優先する。マイ楽

器は入団一年後までに購

入が望ましい。 

Tub 2～3 条件付きで可 その他（条件付き等） 未経験者については金管

楽器経験者に限る。団楽

器１台まで貸し出し可 

Cb 2～3 不可 その他（条件付き等） 団楽器２台まで貸し出し可 

Perc 3～4 歓迎 不要  

★パート紹介★ 
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★ウインドなんでもアンケート！★ 
たくさんの団員（通称ウインド人）に協力してもらい、 

ウインドについてアンケートをとりました！ 

他では聞けない生の声を、ぜひ参考にしてみてくださいね！ 

 

 

 Q1. ウインドに入った理由は？ 

 

 

  ・吹奏楽、楽器を続けたかったから！ 

  ・ほかの学部の友達を作りたかった！ 

  ・日吉にある唯一の吹奏楽サークルだったから！ 

  ・大編成で難しい曲に挑戦できるから！ 

  ・高校時代の先輩に誘われて！ 

 

 

 

 Q2. ウインドのイベントの中で一番好きなものは？ 

 

 

    ・定期演奏会（春・冬） 

    ・夏合宿、カレコン 

    ・パート旅行 

    ・初見大会 

    ・パート連 

    ・追いコン 
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 Q3. 練習の雰囲気を一言で表すと？ 

 

 

  ・和やかだけど真剣 

  ・メリハリがある、やるときはやる 

  ・楽しい 

  ・意外とガチ 

 

 

 Q4. 入団してよかったことは？ 

 

 

    ・ほかの学部の友達ができた！ 

    ・良い仲間に出会った！ 

    ・先輩が優しかった！ 

    ・ずっとやりたかった曲ができた！ 

    ・周りのレベルが高く、練習意欲が湧いた！ 

 

 

 Q5. 入団前のイメージと違ったことは？ 

 

 

  ・吹奏楽以外のイベントも充実してた！ 

  ・音楽、楽器に真剣な人が多い！ 

  ・同期が思った以上に多い 

  ・意外とゆるくてみなさん優しい 

  ・上手い人が多い！ 
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 Q6. アルバイトは何をしていますか？ 

 

  ・塾講師、家庭教師など 

  ・レストラン 

  ・イベントスタッフ 

  ・カフェ 

  ・デザイン系 

  etc. 

 

 

 Q7. 活動費のどれくらいを自分で負担していますか？ 

 

    ・全額 

    ・ほぼ全額（足りなくなったら借りる） 

    ・9割 

    ・部費以外は自分 

    ・3分の 2 くらい 

    ・合宿費以外 

    ・合宿費・定演費など大きい金額のもの以外 

    ・二割くらい 

    ・公式の活動は親、遊びは自分 

    ・全部親 

 

※全体としては（ほぼ）全額自持ち・金額の大きいものと（ほぼ）全額親負担が半々くらいです！ 

 

 Q8. 兼サーはしていますか？ 

 

今回アンケートに答えてくれた団員の三割が兼サーしています！ 

（個人情報のため具体的なサークル名は挙げませんが、勉強系や遊び系

のサークル、趣味系のサークル等に所属してました！） 

※負担度 

高 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

低 



16 

 

 

 Q9. 新入生に向けてメッセージをどうぞ！ 

 

 

・早く一緒に活動できるのが楽しみです！入団待ってます！ 

・経験者初心者問わず大歓迎！みんなで楽しくて演奏も上手い楽団をめざ

して頑張っていきましょう！      

・楽しいウインドへようこそ! 

・ウインドめっちゃ楽しいし面白い人たくさんいるから是非来てください！！ 

・一緒に吹奏楽を楽しみましょう！ 

・ウインドはとても過ごしやすい雰囲気なのでぜひ入団を検討してみてくださ

い！一緒に思い出をつくりましょう！ 

・私たちと一緒に楽しみながら音楽をやりましょう！ 

・サークルで出会う仲間たちは大学生活ではとっても心強いです。ぜひウイ

ンドに入って一緒に楽しく活動しましょう！ 

・ウインドに入ると肌の調子がよくなるらしい。 

 ウインドに入ると運気が上がるらしい。 

 ウインドに入ると腰痛が治るらしい。 

 ウインドに入ると話し相手ができるらしい。 

 ウインドに入ると人生が華やかになるらしい。 

・ウインドは話しやすい人が多くてお薦めです！ 

・入団お待ちしてます 

・吹奏楽を続けたい人、途中で辞めちゃったけどカムバックしたい人、カモン

ヌ。 

・年 2回の定演に向けた練習があることはもちろん、他にも色んな楽しいイ

ベントがあるので是非入ってください！ 

 

☆皆さんの入団、お待ちしています！！！ 
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★ウインドなんでもアンケート 特別編★ 
新しい環境で 

不安な皆さんへ向けた、 

サークル選びのアドバイス！ 

 

 ウインド編 

 ・かかる費用をしっかり把握しておく！ 

ウインドは、年 2回の定演や合宿に参加すると年間最低 15万円ほどかかります

（音楽系のサークルはどうしても費用がかさんでしまうのでウインドが特別高いわけ

ではないと思いますが,,,）。団員の中には合宿費は親に負担してもらっている人も

いるので、あらかじめ把握・相談しておきましょう！ 

※昨年度は定演・合宿ともに中止となってしまったため、ここまではかかっていま

せん。 

 

 サークル選び編 

 ・SNSは要チェック！ 

ウインドも含め、多くのサークルは SNS（主に Twitter）を用いて新歓を行っていま

す！最新の情報が得られやすく、ほかのサークルの情報が流れてくることもあるの

で、ぜひ活用しましょう！（履修相談やってるところもあるよ） 

 

 ・同じようなサークルで迷ってるなら,,, 

人数が多くて歴史が長いサークルがおすすめ！ 
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★その他よくある質問★ 

＊公式質問箱に寄せられたものから一部取り上げました。もっとくわしく知りたい方は公式 SNS か

らご覧ください。質問フォームからの質問も可能です。→ウインドアンサンブル質問フォーム 

 

 

Q.コンクールには出ないのですか？  

A.コンクールには出場せず、6月・12月に行う定期演奏会、春・夏休みに行う合宿を中心に活動

しています。その分、音楽への多様な取り組み方が可能です。メンバー制がなくみんなで演奏

できることも魅力の一つだと思っています。 

 

Q.初心者なのですが、元吹奏楽部でないと最初はしんどいですか…？ 

A.初心者でも楽器によっては募集しております。詳しくは 6 ページの募集要項をご覧ください。最

初は確かに元吹奏楽部の人についていくのが大変だと思いますが、先輩たちがやさしく教えて

くれるので大丈夫です！ 

 

Q.入団に当たってオーディションはありますか？  

A.入団前にパートごとで全ての方に対して入団面接を行います。その際に、オーディションのよう

に技量を見るものではなくあくまで皆さんのことを知るためにパートの先輩の前で簡単に演奏し

てもらう可能性がございます。 

QR コードはこちらから！

入団したい方は入団フォームへ！              質問フォームはこちら 

 

 

 

https://peing.net/ja/k_w_e_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYDUhtDmAByFyEGCTD1k-ta-72nFjpYDU-x55ssKfN4h7hpg/viewform?usp=sf_link

