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【スクールバンドのための個人用教則本】 
 
中学生・高校生のための管打楽器入門   
音楽之友社 各パート¥1,680 

 
「こんな教則本があるといいなぁ。と思われていた方の教則本です。」 
まず、楽器の取扱いについて、そして音の出し方、基礎練習の仕方、 

日々のウォームアップの仕方、もちろん運指や、音楽用語、などなど。 
知りたい事がすぐわかるので、個人用教則本にはお勧めの一冊です 
一人一冊ずつ持って毎日の練習に使いたい教則本です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朝練 毎日の基礎練習 30分 
 全音 各パート¥893 
 
「朝練って朝の少ない時間で練習できる教則本？･･･ではありませんでした。」 
これが全部できれば演奏家になれるかも、という位の内容です。 
要点が分かり易く書かれているので、個人練習に最適です。 
中学生・高校生の朝練だけではもったいない教則本です。 
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うまくなろうシリーズ  
音楽之友社 ¥1,260～¥1,470 
 
「読み物でしたらこちら。」 

わかりやすく解説された素晴らしい本です。 
この 1冊で楽器の事、基本的な扱い方や、奏法、練習の仕方など、 
読むだけでなく、実際練習に使える楽譜も載っています。 
パートに 1冊と言わず 1人 1冊持って繰り返し読んで欲しい本です。 
 

BJB① うまくなろう！フルート     三村園子 著 
BJB② うまくなろう！オーボエ     茂木大輔 著 
BJB③ うまくなろう！クラリネット   山本正治 著 
BJB④ うまくなろう！ファゴット    岡崎耕治 著 
BJB⑤ うまくなろう！サクソフォーン  須川展也 著 
BJB⑥ うまくなろう！トロンボーン  小田桐寛之 著 
BJB⑦ うまくなろう！ホルン      樋口哲生 著 
BJB⑧ うまくなろう！トランペット   板倉駿夫 著 
BJB⑨ うまくなろう！ユーフォニム   三浦 徹 著 
BJB⑩ うまくなろう！テューバ     佐藤 潔 著 
BJB⑪ うまくなろう！パーカッション  百瀬和紀 著 
BJB⑫ うまくなろう！コントラバス   永島義男 著 
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【スクールバンド教則本】 
 

JBCバンドスタディ 音づくりから音楽表現まで 
   YAMAHA スコア ¥6,300／指導用 DVD ¥6,300  各パート譜 ¥1,575 
「個人教則本・合奏トレーニング、どちらの内容の入っているシスティマチックな教本」 
「バンドを指導する」事について、丁寧に書かれた教則本。 
個人のレベルアップ、そして全体へと系統立てて考えられています。 
この方法が幅広くスクールバンドに受け入れられ、ハーモニーディレクターや 
チューニングリーダー、個人のチューナーが普及しました。 
バンドについてわからない事は何でも答えてくれる、そんな教則本です。 
 
スタディⅠ 個人の良い響きを作る 
 まずは楽器の基礎知識を写真などで紹介。 
個人個人の良い響きを作る事を目的とし、ロングトーン・発音・そして 
各楽器のチューニングの仕方までなど、細かくわかり易く説明されています。 

スタディⅡ 合奏のサウンド作り 
 ハーモニー・スケール・アルペジオなどで、バンドのサウンド、イントネーション 
を合わせるための全体練習の方法が書かれています。 

スタディⅢ バンドで作る音楽作り。 
 曲想、フレージング、強弱などを通してバンド全体での音楽作りをします。 
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3Dバンド・ブック よりよいバンドのための 3つのアプローチ 
 ヤマハミュージックメディア コンダクター¥2,940  パート譜¥1,050 
「全員でウォームアップ、それから曲に入りましょう」 
チューンアップ（チューニング）とウォームアップだけでも 
かなりの内容です。 
全員でチューニング、基礎練習する事でバンドの音、 
吹き方を揃えましょう。という考え方です。 
調の練習に、全調のっているのも特長です。 
Ⅰ.チューンアップ（チューニング）とウォームアップ 
Ⅱ.調の練習 
Ⅲ.リズムの練習 
 
 
ティップス・フォー・バンド バンドのためのアンサンブル教本 
 ヤマハミュージックメディア コンダクター¥1,260 パート譜¥735  
わかりやすいバンド教則本。 
学生だけでも全体練習に使え、日々繰り返し練習できる内容です。 
音色の美しさ（TONE）イントネーションの正しさ（INTONATION） 
フレーズの感覚（PHRASING）演奏の正確さ（PRECISION） 
音楽表現（STYLE）を考えた TIPPS。 
全体練習を通して統一性を養うために作られています。 
Eb・Bb・Ab・F・Db・C・Gの調による、 
チューニング・ハーモニー・スケール 
アルペジオなどが全体練習としてできる様になっています。 
 
 
トレジャリー・オブ・スケール バンドのための音階教本 
 ヤマハミュージックメディア コンダクター ¥1,050 パート譜 ￥525 
音階を身に付けよう。そうするとバンドの音も変わってきます。 
正しい音程感覚をマスターする事・イントネーションを合わせる事・ 
聴音の練習という 3つの目的のために作られた音階教本です。 
全体を 4つのグループに分けソログループが音階を担当。 
他のグループがハーモニーをつけます。 
すべてのグループがすべての音階（12長調・12短調）ができる 
様になっています。全体練習を通して音程感覚・ハーモニー感覚の 
「耳を養う」教則本です。 



〈教　則　本　注　文　書〉

JBCバンドスタディ トレジャリー・オブ・スケール

数 数

指導書 \6,300 コンダクター \1,050

DVD \6,300 フルスコア \3,150

フルート \1,575 フルート・ピッコロ \630

オーボエ \1,575 E♭クラリネット \630

ファゴット \1,575 1stクラリネット \630

E♭クラリネット \1,575 2ndクラリネット \630

B♭クラリネット \1,575 3ｒｄクラリネット \630

アルトクラリネット \1,575 アルトクラリネット \630

バスクラリネット \1,575 バスクラリネット \630

アルトサクソフォン \1,575 オーボエ \630

テナーサクソフォン \1,575 ファゴット \630

バリトンサクソフォン \1,575 1stアルトサクソフォーン \630

トランペット \1,575 2ndアルトサクソフォーン \630

ホルン \1,575 テナーサクソフォン \630

トロンボーン \1,575 バリトンサクソフォン \630

ユーフォニアム \1,575 1stコルネット \630

チューバ \1,575 2ndコルネット \630

ストリングベース \1,575 3rdコルネット \630

パーカッション \1,575 1stホルン \630

アルトホルン \1,575 2ndホルン \630

3rd/4thホルン \630

3Ｄバンド・ブック 1stトロンボーン \630

数 2ndトロンボーン \630

コンダクター \2,940 3rdトロンボーン \630

フルート \1,050 バリトン　ＴＣ \630

E♭クラリネット \1,050 バリトン　ＢＣ \630

B♭クラリネット \1,050 バス/チューバ \630

アルトクラリネット \1,050 ストリングバス \630

バスクラリネット \1,050 パーカッション \630

オーボエ \1,050

ファゴット \1,050

アルトサクソフォン \1,050

テナーサクソフォン \1,050

バリトンサクソフォン \1,050

コルネット（トランペット） \1,050

Ｆホルン（フレンチ） \1,050

Ｅ♭ホルン（アルト） \1,050

トロンボーン \1,050

バリトン　ＴＣ \1,050

バリトン　ＢＣ \1,050

バス（チューバ ） \1,050

ドラムス（スネア・バス） \1,050

ベル \1,050

アルトホルン \1,365
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ティップス・フォー・バンド 中学生・高校生の管打楽器入門

数 数

コンダクター \1,260 フルート \1,680

フルート・ピッコロ \735 オーボエ \1,680

クラリネット \735 クラリネット \1,680

アルトクラリネット \735 サクソフォーン \1,680

バスクラリネット \735 ファゴット \1,680

オーボエ \735 トランペット \1,680

ファゴット \735 ホルン \1,680

アルトサクソフォン \735 トロンボーン \1,680

テナーサクソフォン \735 ユーフォニアム \1,680

バリトンサクソフォン \735 テューバ \1,680

コルネット・トランペット \735 パーカッション \1,680

ホルン \735

トロンボーン \735

バリトン　ＴＣ \735

バリトン　ＢＣ \735 朝練　毎日の基礎練習30分

バス（チューバ ） \735 数

パーカッション \735 フルート \893

E♭クラリネット \735 クラリネット \893

E♭メロフォン \735 サクソフォーン \893

オーボエ \893

ファゴット \893

うまくなろうシリーズ トランペット \893

数 ホルン \893

うまくなろう！フルート \1,260 トロンボーン \893

うまくなろう！オーボエ \1,260 ユーフォニアム \893

うまくなろう！クラリネット \1,260 テューバ \893

うまくなろう！ファゴット \1,470 パーカッション \893

うまくなろう！サクソフォーン \1,260 コントラバス \893

うまくなろう！トロンボーン \1,260

うまくなろう！ホルン \1,260

うまくなろう！トランペット \1,260

うまくなろう！ユーフォニアム \1,260

うまくなろう！テューバ \1,260

うまくなろう！パーカッション \1,260

うまくなろう！コントラバス \1,260

学校名

担当者御名前

住所　〒

TEL・FAX

クレフ楽器  　FAX 029-851-6427
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