
軽音連 第 25-30 号  

平成 27 年 1 月 8 日  

埼玉県高等学校軽音楽系部活顧問 様 

埼玉県高等学校軽音楽連盟 委員長         

（埼玉県立上尾橘高等学校 主幹教諭） 鈴木 和彦  

 

平成 26年度第 3回技術講習会について 

 

新春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお喜び申し上げます。 

さて、この度埼玉県内の軽音楽系部活動生徒を対象とした技術講習会を行います。参加希望校の

増大に伴い、今年度より対象を連盟加盟校の生徒のみとさせていただきますが、顧問の先生につき

ましては連盟への加盟の有無を問いません。これを機会に連盟の活動の様子をご覧いただければ

と考えております。連盟会員の生徒にとっては音楽の専門家からの指導を受ける貴重な機会にな

ると存じます。万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

日 時： 平成 27年 2月 8日（日） 9：00～16：30（時間は会場ごとに若干異なります） 

 

会 場： 東会場：埼玉県立草加東高等学校 ／ 西会場：立教新座高等学校 

 

対 象： 連盟会員生徒 及び 県内軽音楽系部活動顧問 

     会場の都合上、生徒の参加は１団体あたり 10 名程度とします。会場の振分けは別

紙を参照ください。 

     なお、顧問の引率がなければ生徒の参加はできません。ご了承ください。 

 

講 師： 東会場：株式会社ヤマハミュージックジャパン 

 西会場：パール楽器製造株式会社 

 

内 容： 東会場：バンドクリニック及びパート別セミナー 

     西会場：ドラムセミナー 

 

参加費： 無 料 

 

申込み： 別紙申込用紙に参加者氏名を記入し事務局へ FAXする。 

〆切 1月 20日（火） 

 ※東会場はアンケート（1限目、2限目）も併せて提出お願いします。 

その他：内容詳細や申し込みに際しての注意事項は別紙資料をご確認ください。 

 

本企画についての問合せ先： 

埼玉県高等学校軽音楽連盟 事務局  草加東高等学校内（事務局長：斉藤 教雄）  

〒340-0001 埼玉県草加市柿木町 1110-1 TEL: 048-936-3570 ／ FAX: 048-930-1287 

E-mail: keionsaitama@yahoo.co.jp 連盟 HP: http://music.geocities.jp/keionsaitama/ 

※連盟加盟希望校の場合、連盟の年間登録費（\3,000）の受付も行っています。 

mailto:keionsaitama@yahoo.co.jp


平成 26年度第 3回埼玉県軽音楽連盟技術講習会要項 

 

１．会場について 

※1月 8日時点での加盟表明校のみ表示。新規加盟希望の場合事務局へお問い合わせください。 

【東会場対象校】 

岩槻高校、岩槻北陵高校、市立浦和高校、浦和西高校、浦和北高校、浦和工業高校、県立川口高

校、川口北高校、川口工業高校、川口青陵高校、越谷南高校、越ヶ谷高校、越ヶ谷高校（定時制）、

草加東高校、草加南高校、常盤高校、不動岡高校、三郷高校、三郷北高校、八潮高校、蕨高校、

小松原女子高校、獨協埼玉高校 

 

【西会場対象校】 

朝霞高校、小川高校、越生高校、川越工業高校（定時制）川越南高校、北本高校、戸田翔陽高校、

新座高校、日高高校、本庄高校、松山高校、与野高校、国際学院高校、埼玉平成高校、東野高校、

武蔵越生高校、細田学園高校、山村学園高校、山村国際高校、立教新座高校（ジャズ研究会）、

立教新座高校（音楽部） 

 

２．講習概要（詳細別紙） 

【東会場】 

①バンド演奏の基礎知識（セッティング・練習法・PAなどについての講義） 

②バンドクリニック（モデルバンドを 3 つ選出し、指導を受ける、もしくはその様子を見学

する。） 

③パート別クリニック（ボーカル・ギター・ベース・ドラム・キーボード・PA・作曲などの１

コマ 70分のクリニックを 2コマ受講） 

【西会場】 

①ドラムについての基礎講座 

②五十嵐公太氏によるドラムワークショップ 

 

３．申し込みに関する注意事項 

【東会場】 

参加人数は 1校あたり 10 名程度。ただし、午後のパート別クリニックの都合上、その内訳は

ギター4人、ベース 2人、ドラム 2人、ボーカル 2人、キーボード若干名など、できるだけ楽器

に偏りがないようご協力ください。 

【西会場】 

参加人数は 1校あたり 10 名程度まで。午後は実際にドラムを叩きながらの講習会となります

ので、スティックをご持参ください。 

 

４．その他 

【東会場】 

・持ち物 → 上履き（下足を入れる袋）、弁当、筆記用具、各楽器（詳細はアンケート参照） 

・講習内容を各学校に持ち帰り日頃の活動に反映していただけるよう、ビデオ等での記録を可と

させていただきます。（ただし、パート別講習ギター・ベース・ボーカルは不可） 

 

 

【西会場】 

・持ち物 → 弁当、スティック、チューニングキー、筆記用具、 

       ※練習台、MYスネア、MYペダルの持ち込みも可。 

・カメラ・ビデオでの撮影は禁止とさせていただきます。 

・ご来場の際は公共交通機関をご利用ください（お車での来場はできません）。 



※そのままお送りください

学校名

顧問 氏名 氏名

tel tel

mail mail

学年 性別 担当パート

1/20（火）〆切

技術講習会参加申込用紙

ＦＡＸ（048-930-1287）　草加東高校　斉藤　教雄宛

連絡先

氏名

生徒



埼玉県高等学校軽音楽連盟 御中 

平成 27年 1月 8日 

株式会社ヤマハミュージックジャパン 

Pro Music・PA営業本部  

平成２６年度技術講習会 東会場 要項 

 

この度は貴行事の開催にあたり弊社にも参画の機会を賜り、誠にありがとうございます。 

次世代を担う若者に対して、仲間と・ともに楽器を演奏する喜びに浴する機会を拡げていくことは業界の将来にとっても大変意義あ

るものと認識いたしており、微力ながらお手伝いさせていただきます。本行事が生徒様の部活動をより充実させる一助となりますよ

う、努力してまいります。 

 

■ご支援のねらい 

・バンドを構成する全てのパートに公平に知識や技術の伝習ができること 

・特定のジャンルや奏法、機材の操作に偏ることなく、長期的かつ持続的に活用できる技術や知識を身につけてもらうこと 

・少人数による演習を中心とした双方向の講習会とすること 

 

■全体の流れ 

バンドクリニックを中心に、全員に共通する課題を解決する内容の第一部と、パート別に個別の知識や技術を向上させるパート別

講習会の第二部の二部構成とします。 

9:00 第一部 ＜バンドクリニックの部＞ 場所：講堂 講師：ヤマハミュージックパブリッシング 制作ディレクター     

① 初級レベルのコピーバンド   をモデルに 

～10:15全員に共通する基本的な楽器や機器のセッティング、音づくり、トラブルシューティングを学びます。 

② 中級レベルのオリジナル（コピー）バンド 

～11:00 

③ 上級レベルのオリジナルバンド 

バンド個別の課題に対して随時アドバイスをしていきます。 

～11:45 質問  

12:00 お昼休み 

13:00 第二部 ＜パート別講習会の部＞ 場所：各教室 （ ）は最大人数 

  教室Ａ 教室Ｂ 教室Ｃ 教室Ｄ 教室Ｅ 教室Ｆ 教室Ｇ 教室Ｈ 教室 I 教室 J 

１限目 

13:00-14:30 

ギター1 ギター2 ｷﾞﾀｰﾃｸﾆｶﾙ ベース ﾍﾞｰｽﾃｸﾆｶﾙ ドラム ﾎﾞｰｶﾙ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 作詞作曲 ＰＡ 

（16 名） （16 名） （16 名） （16 名） （16 名） （16 名）         

休憩・入替                   

２限目 

15:00-16:30 

ギター1 ギター2 ｷﾞﾀｰﾃｸﾆｶﾙ ベース ﾍﾞｰｽﾃｸﾆｶﾙ ドラム ﾎﾞｰｶﾙ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 作詞作曲 ＰＡ 

（16 名） （16 名） （16 名） （16 名） （16 名） （16 名）         

16:30 全体講評 先生方からの諸注意 *各種ご伝達  17:00 解散 

 

 

 

 

 

■受講レギュレーション 

 ＜バンドクリニックの部＞ 

 モデルバンドの演奏に対してアドバイスする内容を全員で観覧します。質問時間も設けています。 

 ＜パート別講習会の部＞ 

 ・１限目と２限目は同内容です。また、ギター1, ２クラスは講師も内容も異なります。 

 ・生徒様おひとりにつき正課（ギター、ベース、ドラム）を１クラスと副科（ギターテクニカル、ベーステクニカル、ボーカル、キ

ーボード、作詞作曲、ＰＡ）を１クラス受講することができます。但し、正課を 2回受講することはできません（１限目にギタ

ー、２限目にベースなど）。副科専門の方は１限目と２限目で異なる副科を選択することができます。 

副科には定員を設けていませんができるだけ人数の平準化にご協力ください。 

 

■講座内容 

 ◆ギター・ベースクラス 講師：尚美ミュージックカレッジ専門学校 プロミュージシャン学科講師 

 「かっこいいギターリフが弾けるようになる実践講座」  イントロや間奏、A メロなどに使用される印象的なフレーズ 

これをどう弾くかが、バンド演奏の重要なポイントです。ギタークラスは 2 クラス同内容で開講します。 

「かっこいいベースフレーズの作りかた実践講座」  コードやスケールに基づいたベースプレイの流れで、曲にマッチした

ベースフレーズをどう創作できるかが、重要ポイントです。 

 ◆ギター・ベーステクニカルクラス 講師：ヤマハプロダクトスペシャリスト 

 楽器とアンプの取り扱いや、メンテナンス、セッティング、音作りなど、機材周りの基礎知識と操作を学びます。 

 ◆ドラムクラス 講師：ヤマハプロダクトスペシャリスト 藤原寛治 

 ドラムセットの組み方、ばらし方 チューニングと正しいセッティング スティックの選び方 シンバルの選び方 電子ドラムを

活用した家庭での練習法など、普段共用の楽器を使うことの多いパートならではの悩みを解決。 

 ◆ボーカルクラス 講師：尚美ミュージックカレッジ専門学校 プロミュージシャン学科講師 

 「様々な楽曲を歌うためのボーカルテクニックを実践講座」  バラード、16 ビート、マイナースケール、スタッカート、などヴ

ォ―カリストとしての応用力を養うことが重要なポイントです。 

 ◆キーボードクラス 講師：ヤマハプロダクトスペシャリスト 小松正人 

 キーボードを１台入れるだけで、バンドサウンドがこれだけ変わる！キーボードを活用した簡単アレンジ法や、普段のサウンド

にちょっとしたアクセントをつける方法を、ヒット曲を題材に解説。鍵盤が弾けなくても気軽に参加してください。 

 ◆作詞作曲クラス 講師：ヤマハミュージックメディア出版企画部 

 印象伝授に残る曲の作り方、バンドアレンジの初歩を解説。 

 ◆ＰＡクラス 講師：ヤマハプロダクトスペシャリスト  

 合同練習や文化祭のステージなど１２チャンネル程度の小規模ステージでの、「音が出ない」「ハウリングが止まらない」

「バランスが悪い」などよくあるトラブルを解決します。もちろん、基礎のセッティングもマスター。 

以上 

企画・制作 株式会社ヤマハミュージックジャパン 

共同企画 学校法人尚美学園 尚美ミュージックカレッジ専門学校 

協力 (仮)株式会社大野楽器 

(仮)島村楽器株式会社 営業推進部 

株式会社ヤマハミュージックパブリッシング 

株式会社ヤマハミュージックメディア 

 



埼玉県高等学校軽音楽連盟主催 技術講習会 西会場 

「ドラムセミナー」 

■講師：五十嵐 公太／パールスタッフ 

■日時：2015 年 2 月 8 日（日）9:30am～16:00pm 

■場所：立教新座中学高等学校 

■タイムスケジュール 

 9：00～ 9：30 ・受付 

9：30～12：00 ・ドラムセッティング（約 60 分） 

        ・スティックについて（約 30 分） 

        ・スネアドラムについて（約 30 分） 

        ・ドラムヘッドについて（約 30 分） 

12：00～13：00 ＜昼食＞ 

13：00～15：00 ・五十嵐 公太ドラムセミナー（約 120 分） 

15：00～15：30（16:00）質疑応答（約 30 分） 

 

■持ち物： 

「スティック、チューニングキー、筆記用具、お弁当、上履き（下足用袋も）」 

※練習台、ＭＹスネア、ＭＹドラムペダルがあればお持ちください。無くても問題ありません。 

※練習台を、パールで 20 台用意していただいています。 

http://www.pearlgakki.com/drum/Training_Drum.php 

 

 

 

■講師プロフィール 

五十嵐 公太（いがらし・こうた） 

伝説のロックバンド「JUDY AND MARY」のドラマーとして活動。大ヒ

ット曲「散歩道」「あたしを見つけて」などを作曲。テクニックに裏打

ちされた歌心のあるドラムには定評があり、熱狂的な信奉者も多い。バ

ンド解散後は、GACKT、ORANGE RANGE、水樹奈々、大塚愛、デーモン小

暮閣下、大槻ケンヂ、KinkiKids ほか、数多くのレコーディングやツア

ーに参加。 

現在は、外道の加納秀人らと結成した ATOMIC POODLE や辻仁成 率い

る ZAMZA のメンバーとして海外公演なども行う。 

09'には「全日本人ドラマー化計画」の名の基に観客参加型打楽器ライブ・アトラクション「ドラ

ミングハイ! 」スタート。音楽大学や自身主催の音楽スクールにて教鞭をとるなど、後進の育成に

もチカラを入れている。 

************************************* 

パール オフィシャル・ホームページ 

http://www.pearlgakki.com 

************************************* 

http://www.pearlgakki.com/drum/Training_Drum.php


埼玉県高校軽音楽連盟主催　　技術講習会

第２部　パート別講習会参加者　事前アンケート（１限目）
*このアンケートへの記入内容はクラス分けと講座内容の参考にする目的のみに使用し、他用途への流用は一切いたしません。

参加パートに〇 ギター ｷﾞﾀｰﾃｸﾆｶﾙ ベース ﾍﾞｰｽﾃｸﾆｶﾙ ボーカル
キーボード ドラム 作詞作曲 PA

クリニックできいて
みたいこと

レベルアップ
したいこと

学校名/学年

お名前

楽器の経験年数

好きな音楽ジャンル
アーティスト

埼玉県高校軽音楽連盟主催　　技術講習会

第２部　パート別講習会参加者　事前アンケート（２限目）
*このアンケートへの記入内容はクラス分けと講座内容の参考にする目的のみに使用し、他用途への流用は一切いたしません。

参加パートに〇 ギター ｷﾞﾀｰﾃｸﾆｶﾙ ベース ﾍﾞｰｽﾃｸﾆｶﾙ ボーカル
キーボード ドラム 作詞作曲 PA

クリニックできいて
みたいこと

レベルアップ
したいこと

学校名/学年

お名前

楽器の経験年数

好きな音楽ジャンル
アーティスト



埼玉県高校軽音楽連盟主催　　技術講習会

第２部　パート別講習会参加者　事前アンケート
*このアンケートへの記入内容はクラス分けと講座内容の参考にする目的のみに使用し、他用途への流用は一切いたしません。

参加パートに○ ギター ○ ｷﾞﾀｰﾃｸﾆｶﾙ ベース ﾍﾞｰｽﾃｸﾆｶﾙ ボーカル
キーボード ドラム 作詞作曲 PA

クリニックできいて スケールを覚えるもっとも効果的な練習法は？
みたいこと

レベルアップ
したいこと アンプでかっこいいひずみ音を作りたい。

「天国への階段」のソロが弾けるようになりたい。

学校名/学年 都立山羽高校　２年

お名前 山羽太郎

楽器の経験年数 ギター　２年

好きな音楽ジャンル 80 ロック
アーティスト バンヘイレン

書き方

一人で上下2段を使い、1枚には正課（ギター、ベース、ドラム）もう1枚には副科（ボーカル、
キーボード、作詞作曲、ＰＡ、ギターテクニカル、ベーステクニカル）　を選んで下さい。
副科が専門の人（ギター、ベース、ドラムを担当しない人）は異なる副科を二つ選んで下さい。

学校名以下の項目は2枚とも記入して下さい。楽器の経験年数は自分が演奏できる楽器が
ない人は、バンドでの担当パート　たとえばボーカル1年　　という具合に書いて下さい。
いろいろ出来る人は、今回講習を受ける科目についての経験年数を記入して下さい。

1限目、2限目を指定することはできません。なるべく同じ学校の人が集まるように調整しますので
それによって決まります。



■パート別講座の詳細

　パート別講座の詳細は別紙「平成２６年度技術講習会　東会場要項」
をご参照ください。

■ギタークラス受講希望の方へ

　受講に当たりまして、下記の条件をクリアしていることを目安にして下さい。

・TAB譜が読めること
・主要なコードネームを知っていて、実際に押さえられること
・ペンタトニックスケールを知っている、いくつかのポジションでゆっくりでも実際に弾けること
・ポジションと音名がだいたいわかること
　

　難しく考えずに果敢に挑戦して下さい。
それでも自信がないという人、逆に演奏に自信はあるが機材のことをもっと深く知りたい人は
テクニカルクラスを選択してください。

■コース別の持ち物

ギター、ベース　 自分の楽器 ※エフェクター、アンプは不要です。
ドラム スティック
ボーカル 小さな手鏡



軽音連 第 26-31 号 

平成 27 年 1 月 9 日 

埼玉県高等学校軽音楽連盟加盟校顧問 様 

 

埼玉県高等学校軽音楽連盟 委員長 

  上尾橘高等学校  鈴木 和彦 

 

埼玉県高等学校軽音楽連盟による優良生徒表彰のご案内（再送） 

 

新春の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のことと心よりお喜び申し上げます。 

さて、埼玉県高等学校軽音楽連盟では本年度も加盟校を対象とした優良生徒表彰を行います。各

部活動顧問の先生方におかれましては、表彰の趣旨をご理解頂き、部活動運営の一助にしていただけ

ればと存じます。 

つきましては、下記の通り行いますので、受付期間内にお申し込みくださいますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

記 

１ 表彰趣旨：１年間（年度）を通じて、軽音楽の発展・自校部活動の発展に尽力した生徒につ

いて、連盟として表彰を行い、激励をしていく。 

 

２ 受付期間： 平成 26 年 11 月 1 日（土）～平成 27 年 1 月 30 日（金）13:00 

※授与したい期日が早い場合には、その期日の 3 週間前までにお申し込み願います。 

 

３ 表彰の対象： 軽音楽系部活の在校生の部員の 1名    ※３年生でなくても構いません 

        （↑連盟加盟校に限ります） 

 

４ 申込方法： 以下について記入した内容を、メールにて送付する。それが困難な場合は、  

下記に電話連絡する。 

① 学校名    ②部活名 

        ③生徒氏名   ④部活での役職（なければ「なし」と記入） 

        ⑤生徒の学科、学年、クラス 

        ⑥授与したい期日 

 

５ 賞状送付までの流れ  

  ①事前校閲：2月 4日（水）（早期に授与したい場合、期日の 2週間前）までに上記①～⑥ 

        の情報を反映させた賞状の文面を、メール(下記アドレス)にて送信し、校閲を 

        求める。校閲は１１日（水）までとする。 

  ②賞状送付：2 月 13 日（金）（あるいは、授与したい期日の 1週間前）までに届くように 

         郵送する。 

 

６ 問い合わせ先： 大久保 翔（埼玉県高等学校軽音楽連盟 事務局） 

〒350-1203 埼玉県日高市大字旭ヶ丘 806  県立 日高高等学校  

TEL 042-989-7920  FAX 042-985-4412  e-mail ookubo.sho.9b@spec.ed.jp 

連盟 HP http://music.geocities.jp/keionsaitama/index.html

 

mailto:ookubo.sho.9b@spec.ed.jp
http://music.geocities.jp/keionsaitama/index.html

