みんなの部活へ突撃！ 楽しい 軽音部ライフ を応援
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多摩大学目黒高等学校

軽音楽部

ここ数年で活動が活発になり、
《ニドナツ
バンド選手権2017》など大会に積極的
に参加。着実に実力を伸ばしている多摩
大学目黒高校に潜入！ ナイスキャラな
部員が多い学校だ。
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「“ 音楽を通じた人間形成 ” を心掛けて指導していま
す。部のモットーでもありますね。挨拶やリズムをきっ
成長につながると思っていて。自分が成長できれば、
それをまた音楽に還元できると思うんです。生徒た
ちには、
まず人として愛される人間になりなさいと言っ
ています。今後の目標は、軽音楽連盟の大会での予
選突破と、オリジナル曲を作れるバンドを増やすこと
です。いつか全国大会にも出場したいですね。いま
生徒たちは、演奏を楽しむことはできていて。お客
さんあってのライブだということをよくわかっていて、
一体感のあるライブができています。そこに技術面
が伴って、さらに表現力が身に付けば、もっと音楽が

――バンド名の由来と結成の経緯は？
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20 年以上の歴史を持つ、多摩大学目黒高校

になりたいです。
水野 11 月に大会があるんですけど、まずはそれに

にどうしようって考えて。だけど

吉岡 全国大会出場です。大会に出て、
下手くそすぎ

です。ギターが 1 人抜けたとき
バンドが好きだったし、どうし

向けて実力を身につけたいと思ってます。

て恥ずかしい思いを 2 回ぐらい経験してるので、カッ

ても続けたくて、そこの選択で

コいいオリジナル曲をどんどん作って、全国大会に

悩みました。

出場してる友達みたいに輝いてみたいですね。

水野 スポーツとかとちょっと

違って、バンドは 1 人が失敗する

と全員の責任になるので、そういうところが大変です。
井手 オリジナル曲を作るとき、最初は何もわから

のメンバーは中1から一緒で、
もともと楽器をやろうっ

たから、メロディーとかも作れなくて。それが一番

て言ってて。高校で軽音楽部に入る予定だったので、

大変でした。

意味も込められていたので、そこから付けました。今

ない状態で始めて。コードとかも全然わからなかっ

中 3 から楽器を始めて結成しました。

――先生がすごくアツいよね。

――部活動で楽しかった思い出は？

吉岡 去年から老谷先生も顧問になったんですけ

吉岡 3 泊 4 日の夏合宿です。毎日休みもないぐら
い練習して、最後はみんなでライブをして。人生で

ど、すごく情熱的で。軽音楽部全体の上手さも一気
に上がったし、コミュニケーション能力も上がったの

一番楽しかったです。

で、声がデカいところを抜いたら大好きです（笑）
。

水野 人前に出て何かをやったことがなかったので、

井手 老谷先生になってからイベントとかライブとかも
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ぎんいろルナール／左から、細野 旭（Dr）
、葛西諄香（Vo,Ba）
、木下史登（Gt）
。葛西さ
んはスクワイヤーのジャズベース、木下くんはレイドバックの ST タイプを愛用している。
“ルナール”は
フランス語でキツネのこと。細野くんの変顔がナイス！

そう。老谷先生は現在 sloth というバンドで
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部活に。校外ライブに積極的に参加するなど、

軽音楽部ランキング！

好きなアーティスト

1 WANIMA

他校との交流も盛んになり、“ 高校生のときに
しか表現できないものを ” という先生の想い

2 ONE OK ROCK

からオリジナル曲も制作するようになった。老
1ギターアンプは、
マーシャル MG 100HDFX（ヘッド）
、
スピーカーキャビネットは MG シリーズ。2ベースアンプは、
ハートキーの HA3500（ヘッ
ド）と 4.5XL（スピーカーキャビネット）
。 3ドラムセットはタマ。シンバル類は、セイビアン B8 のハイハット14″
、パイステのフルクラッシュ16″
、
アベディスジルジャンのクラシックオーケストラセレクションクラッシュ16″
、ジルジャン ZBT プラスのロックライド 20″
。 456ミキサーはヤ
マハ MG16 と EMX512sc、パワードスピーカー MSR100も練習時のボーカルアンプとして使用。7スピーカーは、エレクトロボイスのフォース i。

3 米津玄師

初めてコピーした曲

MONGOL800「小さな恋のうた」
スピッツ「チェリー」
SCANDAL「DOLL」
flumpool「 星に願いを」

▲ MONGOL800、スピッツ、SCANDAL は課題曲。好きなバンドはほぼ横並びで、邦楽率が高めでした。

etc.

▶ Berry'z
と INFINITY
という２つのバンドで、ドラマー
として活動する郡さん。
“全国誌に載りたい！”とノリ
ノリで参加してくれた、チャーミングな２年生。好きな
芸能人＆ドラマーは、関ジャニ∞の大倉忠義。優しくて
面白い人がタイプで、彼氏募集中とのことです！

内まりやのバックでドラムを叩いたことがある

スケッチ／前列左より、藤澤歩南（Vo）
、大永亜美（Vo）
、中田優希（Kb）
。後列は左より、
小野瑞稀（Gt）
、菅野さくら（Dr）
、渡辺希望（Gt）
、佐藤ほのか（Ba）
。小野さんはヤマハのパシフィ
カ 112VM、渡辺さんはスクワイヤーのストラトキャスターを愛用。

さん
郡 愛奈

中井先生の実力はプロ並み。学生時代に竹

030

えると KenKen さんみたいに、バンドじゃなくて個
人でもみんなに勇気とか元気を与えられるベーシスト

吉岡 自分がターコイズ石が好きで、友情っていう
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の軽音楽部。顧問は 2 人ともバンド経験者で、

関係も伝わってきた。今後の活躍に期待大！

――今後の目標を教えて！

吉岡 元は 4 人バンドだったん

arde
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編集部 MEMO

しかし取材を通して、部員との仲の良さや信頼

井手 ベースはあまり目立たない楽器なので、たと

――逆に、
大変だった思い出は？

▶バンド練習がメイン。
演奏を聴いて、
先生が技術面や音作りについてアド
バイスする。5 月には、先輩による新
入生向けの技術講習会も。

谷先生の熱血漢っぷりは、取材中も炸裂！

やって盛り上がって。親御さん

楽しめるようになると思っていますね」
（老谷先生）

◀︎部長の儀武琉海さん（写真右から
2 番目）
、副部長の吉岡璃音くん（左
から 2 番目）
、マネージャーの細野旭
くん（右端）
、井手嵩博くん（中央）
、
中田優希さん（左端）
。ギニュー特戦
隊風にポーズを決めてくれました！

度から老谷先生が顧問に加わり、より活発な

おちゃらけた部分もあって可愛いなと思います（笑）
。

◀︎
吉岡くんの足元。ヴォッ
クスのストンプラボⅡＧ
を愛用している。

ちりするとか、そういったことを突き詰めていくことが

格段に増えて。ちょっと怒ると止まらないんですけど、

楽しくて良かったです。

ターコイズ／写真左より、井手崇博（Ba）
、吉岡璃音（Vo,Gt）
、水野瞭汰（Dr）
。
井手くんはヒストリーの JB タイプ、吉岡くんは普段ヒストリーの LP タイプを愛用しているが、
この日はフェンダーのテレキャスターを使用。息が合っていて超仲良し！

郎

ライブはいつも楽しいです。
井手 文化祭は、T シャツとか

たちにも観てもらって、すごく

！
イシを持って
大きな志を胸に、強い良しバンド
出会って5年目の仲

人
中井眞

たちを発掘!!
を作ったり、みんなで一生懸命

【部員数】約 58
人
【練習日】週 7
回
【 練 習 場 所】
教 室 2 部屋
【行事】新入生
歓 迎ライブ、審
査会・課題曲
ライブ、夏合宿
発表
、文化祭、ク
リスマスライブ
業ライブ、不定
、卒
期で合同ライ
ブに参加

老谷錬
太

活動する現役バリバリのバンドマンだ。昨年

未来の

