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人数やパートの偏りによる、楽器編成と 
選曲の悩みを解決する、吹奏楽の新メソッド。 

総監修：佐藤正人  楽曲監修：坂井貴祐 
推薦：丸谷明夫 (一社) 全日本吹奏楽連盟理事長(大阪府立淀川工科高校吹奏楽部代表顧問) 

音楽関連デジタル教材 

タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

アレグロフレックス 【動画】 フルセット （※） ¥1,210,000  ¥1,815,000  1030536528 

アレグロフレックス  
『基礎トレーニング』＆『小編成 金賞バンドの響き』 【動画】 （※） 

¥352,000  ¥528,000  1030536529 

アレグロフレックス 『J.S.バッハのコラール集』＆『行事・式典曲集』＆ 
『日本の叙情歌メドレー』 【動画】 （※） 

¥484,000  ¥726,000  1030536530 

アレグロフレックス 『邦人委嘱作編曲集』（I）（II）（III） 【動画】 （※） ¥374,000  ¥561,000  1030536531 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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『基礎トレーニング』＆『小編成 金賞バンドの響き』 

♬ 佐藤正人の『新コラール・ハーモニー』 

「楽曲演奏のための基本練習」「J.S.バッハ371のコラール集を使った練習」の2部構成で収録しました。 
フレックス楽曲を使った、その卓越した指導法を初めて映像から学べます。 

楽曲演奏のための基本練習 

♪「ふるさと」を使ったウォーミングアップ ♪ロングトーンの練習 ♪バランスの練習 ♪ハーモニーの練習 ♪リズムの練習  

♪スケールとカデンツの練習 ♪アーティキュレーションの練習 ♪リップスラーの練習 ♪アルペジオ（分散和音）の練習 ♪半音階の練習 

「J.S.バッハ371のコラール集」を使った練習 

♪変ロ長調：［93］「起きよ わが心 歌え」の演奏 ♪歌による練習 ♪金管セクションの練習 ♪木管セクションの練習 

♪少人数での演奏（木管セクション） ♪5パートの編成を工夫した演奏 ♪少人数での演奏（金管セクション）  

♪バンドのセッティングを変えた、各調性でのコラール練習 

♬ 埼玉栄高等学校吹奏楽部の『楽器別デイリートレーニング』 

コンクール常連校、埼玉栄高等学校吹奏楽部の名演奏の証しは徹底した基礎練習にあります。 
顧問 奥章先生の楽器別指導と、打楽器指導者 渡辺由美子氏の解りやすい指導です。 

木管楽器 

♪フルートPartのトレーニング ♪オーボエPartのトレーニング ♪ファゴットPartのトレーニング ♪クラリネットPartのトレーニング 

♪サクソフォーンPartのトレーニング 

金管楽器 

♪ホルンPartのトレーニング ♪トランペットPartのトレーニング ♪トロンボーンPartのトレーニング ♪ユーフォニアムPartのトレーニング 

♪チューバPartのトレーニング 

弦楽器 

♪コントラバスPartのトレーニング 

打楽器 

♪練習台を使った打ち方の基本 ♪小太鼓 ♪鍵盤楽器 ♪シンバル ♪大太鼓  

♪リズムトレーニング～「協奏曲」を完成する過程の様々な練習方法～ 

特典映像 

♪打楽器八重奏「打楽器アンサンブルの為の協奏曲」 作曲／D.R.ギリングハム 

♪打楽器六重奏「6人の打楽器奏者のためのターラ」 作曲／西村朗 ♪打楽器六重奏「6人の打楽器奏者のためのケチャ」 作曲／西村朗 

♬ 第15回東日本学校吹奏楽大会（中学校部門）『小編成 金賞バンドの響き』 

金賞の栄誉に輝いた中学校12校、高等学校5校、小学校7校の熱演を札幌コンサートホールにて収録。 

♪鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話 作曲／片岡寛晶 ♪パガニーニの主題による変奏曲 作編／B.ブラッハー・森田一浩 

♪アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 作曲／R.W.スミス ♪輪廻の八魂～仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌～ 作曲／樽屋雅徳 

♪アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 作曲／R.W.スミス ♪歌劇「レーモン」序曲 作編／A.トマ・松代晃明 

♪大いなる約束の大地～チンギス・ハーン 作曲／鈴木英史 

♪喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」よりモスクワを疾走、ワルツ、ポルカ、ギャロップ 作編／D.ショスタコーヴィチ・鈴木英史 

♪ウィークエンド・イン・ニューヨーク 作曲／P.スパーク ♪弦楽のための「ディヴェルティメント」より第３楽章 作編／B.バルトーク・山本教生 

♪斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 作曲／樽屋雅徳 ♪瑜伽行中観～吾妻鏡異聞～ 作曲／天野正道 

♬ 第15回東日本学校吹奏楽大会（高校・小学校部門）『小編成 金賞バンドの響き』 

♪歌劇「ミニヨン」序曲 作編／A.トマ・淀彰 ♪吹奏楽のための詩曲アトモスフィア 作曲／名取吾朗 

♪いにしえの時から 作曲／J.ヴァンデルロースト ♪復興 作曲／保科洋 ♪「鳳凰」～仁愛鳥譜 作曲／鈴木英史 

♪太陽への讃歌—大地の鼓動 作曲／八木澤教司 ♪朝鮮民謡の主題による変奏曲 作曲／J.B.チャンス 

♪レイク オブ ザ ムーン 作曲／K.ホーベン ♪鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話 作曲／片岡寛晶 

♪たなばた 作曲／酒井格 ♪マカーム・ダンス～ウインド・アンサンブルのために 作曲／片岡寛晶 

♪バレエ音楽「白鳥の湖」より終曲 作編／P.I.チャイコフスキー・菅野直樹 

2019年7月 
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■CD5枚/全45曲（総収録時間3時間46分）■DVD4枚（総収録時間6時間27分）  
■『新コラール・ハーモニ』解説＆練習用楽譜100頁（パート譜付） 
■『楽器別デイリートレーニング』解説＆練習用楽譜50頁 
■フルスコア/全46曲（33冊）■パート譜/全46曲（33冊） 

『アレグロフレックス』フルセット 

2019年7月 

『Ｊ．Ｓ．バッハのコラール集＆行事・式典曲集』＆『日本の叙情歌メドレー』 
♬ J.S.バッハのコラール集＆行事・式典曲集『目覚めよと呼ぶ声あり』 

質の高い行進曲＆式典曲集と、日々の基礎合奏にとても役立つJ.S.バッハの美しいコラール集。 
「J.S.バッハ371のコラール集」より 

♪変ロ長調：［93］起きよ わが心 歌え 編曲／坂井貴祐 ♪変ロ長調：［103］今すべての森、静かなり 編曲／坂井貴祐 

♪ト短調：［178］新たに生まれしみどり児 編曲／坂井貴祐 ♪ト短調：［358］わが魂は主をあがめ 編曲／坂井貴祐 

♪へ長調：［26］おお永遠よ、汝恐ろしき言葉 編曲／坂井貴祐 ♪へ長調：［143］甘き喜びのうちに 編曲／坂井貴祐 

♪二短調：［47］天にいますわれらの父よ 編曲／坂井貴祐 ♪変ホ長調：［173］おお心の痛み、おお恐れたじろぎ 編曲／坂井貴祐 

♪ハ短調：［149］嘆くなかれ、さほどには 編曲／坂井貴祐 ♪ハ長調：［140］わがすべての行いに 編曲／坂井貴祐 

♪イ短調：［191］われ神より去らじ 編曲／坂井貴祐 ♪ト長調：［102］おとろえた心よ、元気を出せ 編曲／坂井貴祐 

J.S.バッハのカンタータより 

♪主よ人の望みの喜びよ 編曲／黒川圭一 ♪目覚めよと呼ぶ声あり 編曲／鹿野草平 

行事・式典曲集 

♪旅立ちの日に（合唱付） 作編／小嶋登・坂本浩美・下田和輝 ♪手紙～拝啓十五の君へ～（合唱付） 作編／アンジェラ・アキ・片岡俊治 

♪美中の美 作編／J.P.スーザ・井澗昌樹 ♪星条旗よ永遠なれ 作編／J.P.スーザ・片岡俊治  

♪行進曲「威風堂々」第1番より 作編／E.エルガー・片岡俊治 ♪ワシントンポスト 作編／J.P.スーザ・坂井貴祐 

♪ラデツキー行進曲 作編／J.シュトラウス一世・鹿野草平 ♪得賞歌 作編／G.F.ヘンデル・片岡俊治 

♪蛍の光 作編／スコットランド民謡・片岡俊治 ♪君が代 作編／林廣守・片岡俊治 ※君が代は楽譜のみ 

♬ 日本の叙情歌メドレー『山田耕筰歌曲集』 

童謡、唱歌を中心に馴染み深い曲を取り揃えた叙情溢れるメドレー集。 
♪春のメドレー 編曲／金山徹 ♪夏のメドレー（合唱付） 編曲／石毛里佳 ♪秋のメドレー（独唱付） 編曲／井澗昌樹  

♪冬のメドレー 編曲／金山徹 ♪山田耕筰歌曲集（合唱付） 編曲／高橋宏樹  

『邦人委嘱作編曲集』 （Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 
♬ 邦人委嘱作編曲集（Ⅰ）『瑞祥の調べ』 

コンクールの自由曲から定期演奏会での選曲に最適なオリジナル作品集。 
♪瑞祥の調べ 作曲／福田洋介 ♪ソナタモノクローム 作曲／石毛里佳 ♪チルドレンズ・ホリデー 作曲／下田和輝 

♪タンゴ・インプレッション 作曲／片岡寛晶 ♪畏られるゝ大地 作曲／三浦秀秋 ♪ルーマニア民族舞曲 作編／B.バルトーク・下田和輝 

♪組曲「ドリー」より 作編／G.フォーレ・石毛里佳 ♪「アルルの女」第2組曲より 作編／G.ビゼー・三浦秀秋 

♬ 邦人委嘱作編曲集（Ⅱ）歌劇『トゥーランドット』より 

長きにわたって愛され続ける名作クラシックの編曲集。 
♪歌劇「トゥーランドット」より 作編／G.プッチーニ・鹿野草平 ♪「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲より 作編／O.レスピーギ・高橋宏樹 

♪組曲「子供の領分」より 作編／C.ドビュッシー・坂井貴祐 ♪「小交響曲」より 作編／C.グノー・片岡俊治 

♪歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲 作編／G.ヴィルディ・井澗昌樹 ♪テレプシコーレ舞曲集 作編／M.プレトリウス・佐藤正人 

♬ 邦人委嘱作編曲集（Ⅲ）『語りと吹奏楽のための民話 ききみみずきん』 

日本の民話、宮沢賢治の短編童話、そしてリンカーンの伝記を、語りと吹奏楽のために書き下ろしました。 
♪語りと吹奏楽のための「民話 ききみみずきん」 作曲／福島弘和 ♪宮沢賢治作「オツベルと象」 作曲／江原大介 

♪ハイライツ・フロム・リンカーン 作曲／清水大輔 

極小編成から大編成まで、年間を通して活用できるハイクオリティーな楽
曲集です。収録楽曲のすべては、吹奏楽の世界で活躍している作編曲家
による書き下ろしで、最小5人から演奏でき、楽器に偏りのある20人や30人
のバンドでも充実したサウンドを得ることができます。「語りと吹奏楽」「合
唱と吹奏楽」など、部員以外とコラボレーションできる作品も収録してあり、
用途に合わせて一年中使える“使い勝手のいい”楽曲集です。 
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■ＤＶＤ４枚（３９４ｍｉｎ） 
■『新コラール・ハーモニ』 

解説＆練習用楽譜100頁（パート譜付） 
■『楽器別デイリートレーニング』 
解説＆練習用楽譜50頁 

『基礎トレーニング』＆『小編成 金賞バンドの響き』編 

■ＣＤ２枚／全２８曲（８３ｍｉｎ） 
■フルスコア／全２９曲（１５冊） 
■パート譜／全２９曲（１５冊） 

『J.S.バッハのコラール集＆行事・式典曲集』編 
  ＆『日本の叙情歌メドレー』編 

■ＣＤ３枚／全１７曲（１４１ｍｉｎ） 
■フルスコア／全１７曲（１７冊） 
■パート譜／全１７曲（１７冊） 

『邦人委嘱作編曲集（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）』編 

コンクールの自由曲から定期演奏会での選曲に最適なオリジナル作品
集で、長きにわたって世界で親しまれ愛され続ける名作クラシックや、
人気作曲家による日本的な作品からタンゴまでバラエティー豊かに取り
揃えております。また、日本の民話、宮沢賢治の短編童話、そしてリン
カーンの伝記を語りと吹奏楽のために書き下ろした演奏会を盛り上げ
る作品集は、ナレーションと臨場感溢れる演奏で、観客の心を打ちます。 

年間の行事・式典での演奏曲として編曲した、質の高い行進曲＆式典曲集
と、日々の基礎合奏にとても役立つJ.S.バッハの美しいコラール集。また、
卒業式の定番曲2曲の楽譜は合唱パート付きで、全員参加で式を盛り上げ
られます。地域のイベントや、慰問演奏などで聴衆と共に楽しめる山田耕筰
歌曲集は、童謡・唱歌を中心に馴染み深い曲を取り揃えた叙情溢れるメド
レー集。歌詞付きなので、独唱や斉唱とあわせても演奏できます。 

監修者・佐藤正人氏による基礎合奏の指導過程を収録。フレックス楽曲を
使用し、卓越した指導法を映像から学び取れ、個々の基礎・アンサンブル
能力を引き上げられます。コンクール常連校、埼玉栄高等学校吹奏楽部顧
問の奥章先生と佐藤正人氏の楽器別指導と、打楽器指導者・渡辺由美子
氏の解りやすい指導を完全収録。また、第15回東日本学校吹奏楽大会の
映像は、吹奏楽部の参考演奏、モデル演奏として最適な映像集です。 
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