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①これまで実証されてきた管楽器の安全性について 

 これまで一般では、管楽器による飛沫が高いとされてきたが、管楽器による飛沫は少ないと証明されている。 

 

実証例 

(1)ウィーンフィルハーモニー交響楽団 より 

 https://bit.ly/2WERtqT (ドイツ語) 

全ての奏者の口と鼻の周りに最大約 50cm の霧の雲が現れた。フルートを演奏すると、楽器の端の開口部か

ら大量のエアロゾルが漏れ、約 75 cm の範囲で雲が形成された。したがって、管楽器奏者の呼気は、80 cm を

超えて膨張することはない。 

 

   

   

 

(2)株式会社ヤマハミュージックジャパン 管楽器・教育楽器の飛沫可視化実験 より 

https://jp.yamaha.com/products/contents/winds/visualization_experiment/ 

今回の実験結果より、今、考えられる対策として、手洗い、手指消毒の徹底、換気、3 密を避けるなど基本

的な対策に加え、水抜きの時は、タオルやハンカチなどで飛沫が出る可能性がある部分を覆う、またはウォー

ターシートなどに近いところで行う、マウスピースのみの練習も、飛沫を拡散させないような対策を専門家と

ともに検討が必要と考えらる。 

今後も管楽器・教育楽器に関連した新型コロナウイルス対策について情報発信していく。 

 

(3)トヤマ楽器製造株式会社 リコーダーのエアロゾル実験 より 

http://www.aulos.jp/topics/topics_20200527.html 

直線的に飛ぶものは飛沫、上方に舞うものはチリやホコリの可能性が高い。演奏時の飛沫は、ほぼ確認でき

なかった。ただし、口とリコーダーに隙間が生じると、飛沫が飛ぶ場合がある。 

  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2WERtqT%3Ffbclid%3DIwAR1Chgsyd-AujgwZFbs8gwMYYY2yWU8oqHQ1UnMNZu34J7XI1VWKRp8BrZs&h=AT0GvUveRr9vkeQMG3tc82mVaL-QV-uk0gvezaQpA66dtXv0S4pkt4JU23iV1sazUU08CXA6JH8f_Urg1p0vd9a9qauXwguZKl6od-YLJ8jLqE7RFOsRrDKA9pj0y3P38hJ9H52KLaEZzPQfeVhvMWhVNYU8oO0i0bPjLOpwnVxahjLjLgwtgKTF_ltYJQexl7ooJmvDC4SI0QwtjkbhAipgUBU4Om1zvqNEelk_YSvhiie8TgGGAXSrKnXiPZmZ8L0UdPb8-X0Sj6dsq99y4Lm8iBrVEe3PL2hsRZ2P4vDt4cdzINF0sXgU2hRs-LfbwAk9Vp8BWb0puqLrbdOyZmFx9F_8K49M8VNFlfZo6oGcJpb5SO1xf4wfWPG6sCsuZQjpmWWfW75fMZQ_BGrawFubJTkdjd9OAQvT2wiVoHmtvMkyGc76BhvhwG9xoh2jP3sUmNNBB_GhSC_7yL-uFR5fUUMKBUIBhSXasH3rfmmYlkSA9Kl60BQSW6W0lfphrH6nOHIf_uV6PB8TZtkthVLiIN1S9unSDMVunCGA-e3E9PgZhlPQLSKuODg3tYGWowmRKGBSH70AGE_-eHQOzQmXCPXGEuEYsLqZDFc9QbxvZYtNQtjzny2RGcrJ9i3xXmA1UJs4EWk
https://jp.yamaha.com/products/contents/winds/visualization_experiment/
http://www.aulos.jp/topics/topics_20200527.html
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(4)コロナ対策の関係サイト  

 

世界保健機関（World Health Organization：WHO） 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）WHO 公式情報特設ページ 日本語ハイライト 

https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/covid 

 

内閣官房 

新型コロナウイルス感染症対策 

https://corona.go.jp/ 

 

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

 

厚生労働省 

新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

文部科学省 

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

 

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html 

 

経済産業省 

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します（第一弾） 

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522009/20200522009.html 

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

  

文化庁 

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html 

 

文化関係団体の皆様へのお知らせ 文化庁参事官（芸術文化担当） 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/20200206_08.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における ICT を活用した著作物の円滑な利用について 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html 

 

 

https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/covid
https://corona.go.jp/
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522009/20200522009.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/20200206_08.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html


 

3 

 

日本医師会 

日本医師会 COVID-19 有識者会議 

https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/ 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します～物品への消毒方法の選択肢が広がります～ 

界面活性剤が含まれる製品リスト（2020 年 5 月 22 日版） 

https://www.nite.go.jp/data/000109226.pdf 

 

公益社団法人全国公立文化施設協会 

劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 令和 2 年 5 月 25 日 

https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0525covid_19.pdf 

 

一般社団法人全日本吹奏楽連盟 

吹奏楽の活動及び演奏会等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 2020 年 9 月 2 日 

http://www.ajba.or.jp/guideline.pdf 

 

一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウインズ 

シエナ・ウインド・オーケストラ 新型コロナウイルス感染症対策検証試演会《報告と対策》 2020 年 8 月 12 日 

https://sienawind.com/wp-content/uploads/2020/08/812kensho.pdf 

 

クラシック音楽公演運営推進協議会 

クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 令和２年６月１１日策定 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202006171800_01.pdf 

 

コロナ下の音楽文化を前に進めるプロジェクト 

主催：クラシック音楽公演運営推進協議会、一般社団法人日本管打・吹奏楽学会/専門家 

協力：ＮＨＫ、ＮＨＫ交響楽団、株式会社ヤマハミュージックジャパン 

プレスリリース「#コロナ下の音楽文化を前に進めるプロジェクト」科学的検証の実施報告（「一般社団法人日本クラシック音楽事業協会」サイト内） 

https://www.classic.or.jp/2020/07/blog-post_15.html 

 スクールバンドを中心とした吹奏楽活動における感染対策（「一般社団法人日本管打・吹奏楽学会」サイト内） 

 http://www.jas-wind.net/pdf/20200731COVID-19musiccultureprojectschoolband.pdf 

 

緊急事態舞台芸術ネットワーク 

舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 令和 2 年 6 月 30 日 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202000702_01.pdf 

 

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン 

管楽器演奏活動の場における新型コロナウイルス感染防止対策情報 

https://www.buffet-crampon.com/ja/after-corona-information/ 

 

 

https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/
https://www.nite.go.jp/data/000109226.pdf
https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0525covid_19.pdf
http://www.ajba.or.jp/guideline.pdf
https://sienawind.com/wp-content/uploads/2020/08/812kensho.pdf
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202006171800_01.pdf
https://www.classic.or.jp/2020/07/blog-post_15.html
http://www.jas-wind.net/pdf/20200731COVID-19musiccultureprojectschoolband.pdf
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202000702_01.pdf
https://www.buffet-crampon.com/ja/after-corona-information/
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山野楽器 銀座本店 5F 管楽器フロア 

試奏に関する取り組み＆ご案内 

https://www.yamano-music.co.jp/shops/g-wind/topics/105083143022547 

 

ハーモニーホールふくい（福井県立音楽堂） 

福井県立音楽堂 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策指針 ～音楽堂ではうつらない、うつさない～ 

https://www.hhf.jp/files/uploads/covid19_guide_0611.pdf 

 

 

東京都 

都内の最新感染動向(新型コロナウイルス感染症) 

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

東京都教育委員会 

感染症対策（学校用・部活動用・保護者用）【新規】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200619/guidelines02.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】～学校の「新しい日常」の定着に向けて～ 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200619/guidelines01.pdf 

 

チェックリスト他【改訂版】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200619/guidelines04.pdf 

 

  

https://www.yamano-music.co.jp/shops/g-wind/topics/105083143022547
https://www.hhf.jp/files/uploads/covid19_guide_0611.pdf
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200619/guidelines02.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200619/guidelines01.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200619/guidelines04.pdf
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②吹奏楽活動における新型コロナウイルス感染症環境対策 

(1)健康管理について 

 

活動の 3 日前から体調の悪い場合は参加をしないようにする。 

 

 

当日、３７．５℃以上の体温、または、体調不良の場合は参加できない。 

 

 

活動前に、手洗い、うがい、アルコール消毒をしてから参加する。アルコールにアレルギー等過敏症の方は、

手を石鹸で 30 秒以上洗うようにする。 

 

 

参加者を記録して、接触者状況を把握できるようにする。 
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(2)除菌対策について 

 

楽器の手入れ、楽器の洗浄については従来通り、または、放置していたものに対して、手入れ、楽器洗浄を

行うようにする。 

 楽器店等で市販されている、クリーナーなどは、清潔を保つ、除菌することは可能である。 

新型コロナウイルス感染症は菌ではなくウイルスのため、除菌での効果では薄く、医療現場で使用している

アルコール 70％以上のものが、コロナや他のウイルスを殺す基準とされていため、アルコール除菌をするこ

とが望ましい。ただし、アルコールを使用すると、楽器の素材によっては、劣化、または、変色したりする可

能性がある。 

 

これらの除菌に関しては、楽器の専門家、メーカー、楽器店によってご意見がある為、それぞれの各自の判

断に委ねる。ただし、行政、管理職、リーダーの指示には従うこと。 

 

(3)管楽器のツバの処理について 

 

演奏で出るツバについては、直接床に排出することはウイルスの拡散につながるのでやめること。 

ツバの処理は、各自のハンカチ、ガーゼなどで拭き取るか、吸水性のあるペーパー(ティッシュペーパー、

キッチンペーパー等)で拭き取り、ビニール袋などに入れ封をしてからごみ箱に捨てること。マスクを含む、

ガーゼ、ペーパーなどは、ウイルスの拡散につながるので、直接ごみ箱に入れてはいけない。 

床に、新聞紙、吸水性のあるペーパーを置くのは、飛沫感染するおそれがあり、望ましくない。 
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(4)パーティーションの使用について ～ソーシャルディスタンス(社会的距離)の実例～ 

 

 

音楽大学や音楽教室では、先生と生徒による「対面レッスン」を施している。しかし、移動の問題、施設な

どの問題で、対面レッスンが不可能な場合には、リモートでレッスンを行っている。これには、インターネッ

トの環境、アプリ、機材などの用意が必要である。リモートでレッスンの場合には、インターネットの状態、

機材のグレードによっては、画像鮮明度、音声の聴き具合などの不都合が起きる。また、リモートでは、機材

の使い方、移し方、時間配分、言葉のつかい方などに慣れが必要である。さらに、内面の指導やコミュニケー

ションをとるのがとても難しい。 

 

      

対面レッスンでは、ピアノ、弦楽器はマスクを使用することで、飛沫を防ぐことができ、対面レッスンを先

に再開している。管楽器の場合は、パーティーションを導入したことにより、飛沫を防ぐことができ、対面レ

ッスンを、再開をしている。 

合奏を行う現場では、指揮・指導者のレクチャーによる飛沫、または、奏者側が指揮者方向に向いての飛沫

を考慮して、指揮者の前(指揮者と演奏者の間)にパーティーションを置いて、飛沫を防ぐことができる。 

 

 

一番懸念されることは、演奏上の飛沫より、マスクなしでの奏者の会話、指導者の怒号、参加者全員のくし

ゃみが一番危険と考えるべきである。 
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実用例 

1.エリザベト音楽大学による「エリザベト・パーテーション」 Facebook より 

 

2020 年 5 月 26 日(火)、レッスン用パーティーシ

ョン「エリザベト・パーテーション」の完成。6 月 1

日より再開する対面レッスン・授業等で使用。 

 

 

「エリザベト・パーテーション」1 個約 6,000 円で

一般向け販売。※詳しくは、桐原容器工業所 TEL 

082-231-9431 

 

2.福井県・越前市南越中学校吹奏楽部 (資料提供：吹奏楽部顧問 尾﨑慎太郎先生) 

♪目標 できる限り金額を低く、学校にあるものや廃材を使用し、簡単に作成できるようにする 

 

①指揮台前の簡易パーティーション・・・約 1,400円 

〈使用物品〉 

・透明シート約２ｍ 幅 980mm 厚さ 0.2mm

（458 円／1m） …他のに安いものあり 

・イボ竹×２（118 円／個）→農業で使う緑色の棒 

・トンネルパッカー×６（10 個入り 338 円） 

→イボ竹につけるクリップみたいなもの。 

イボ竹の太さと同じものを選ぶ。 

・ダンポール×１（10 個入り 438 円）→農業用の

トンネルを作るときの細い棒 軽く丈夫 

何でも良い。 

・土台用の廃材のハンガーラック 

またはパーカッションスタンドの足 

〈作り方概要〉 

1.一度目の固定  

 

 

 

2.イボ竹を上部に固定 

 
3.トンネンルパッカーで挟む  

  

4.完成図 ※パーカッションのスタンドでも OK 
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①２ｍの透明シートの上部分を５ｃｍ程度巻き、ガ

ムテープ（写真上は養生テープ）でとめる。 

②ダンポール（横の支え）をはさんでもう一度巻き、

イボ竹を土台の幅に合わせて、入れ、その周りをガ

ムテープで固定する。（写真ではダンポールが横に

入っていない） 

③ビニールシートとイボ竹を固定するために、トン

ネルパッカーで挟む。（大きなクリップでも可） 

④土台に入れる。 

※トンネルパッカーをイボ竹の下部につけて、高さ

を調節した。 

※土台に入れることができない場合、土台の棒とイ

ボ竹を結束バンドやガムテープで固定しても良い。 

〈備考〉 

※その他の土台として、ドラのスタンドなど、移動が

可能なものの方が良い。 

 

②エリザベト・パーティーションからインスピレーションをうけた、個別指導用パーティーション 

…約 1,400円（アクリル板 1mmの場合） 

 

〈使用物品〉 

・掲示用パネル（足を含む）×２・・・学校の備品 

・アクリル板（幅 91cm×高さ 120cm×厚さ 0.1cm）

…カットしなければ楽にできる。 

・洋折れ（L 字のねじ込み式のフック）…学校の備品 

・大きな紙またはビニールシート…紙はアクリル板

についていたものを利用 

〈作り方概要〉 

1.アクリル板を任意の大きさにカットし、上部に穴

を二つ開ける。 

アクリル板は、高さ 120cm×幅 91cm×厚み１mm、

にカットした。カットする際は、アクリル板用カッ

ターがあると良い（カッターナイフで可）。穴は上

から 2cm、横から 4cm のところに開けた。 

 

 

2.パネルを２枚立て、両パネルの内側の両端に、洋折

れを任意の高さにねじ込む。 

 

3.洋折れに、アクリル板をかけ、上部と下部に紙やビ

ニールシートをかけ、ガムテープ（写真は養生テー

プ）で固定して完成。 

 

〈備考〉 

 障子の枠があれば、それにアクリル板やビニール

シートを取り付けることもありか。 
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③ブックエンドで作る簡単パーティーション・・・約 1,500円（アクリル板 2mmの場合） 

参考 HP http://www.sonic-s.co.jp/news/90939 

 

〈使用物品〉 

・アクリル板（幅 91cm×高さ 60cm×厚さ 0.2cm） 

・ブックエンド×２ 

・クリップ×６ 

・枠固定用の板×２・・・技術室の廃材を利用 

 

〈作り方概要〉・・・HP を参照 

1.材料全部 

 

 

2.完成図 

   

3.ブックエンド近く 

 

 

上から見るとこうなる 

 

   

 

〈備考〉 

 今回厚さ１mm と 2mm で実験したが、高さを

60cm にしたところ、自立しなかった。 

 そのため、急遽アクリル板と高さと同じ高さに切

った板を補強したところ、自立した。 

 床からの飛沫に注意するなら、机にビニールシー

トをかけるか、上記のようなひざ隠しがあるタイ

プの机を使うとよいか。 

 ボンド等で固定しない方が、洗いたいときに洗う

ことができるか。 

 

〈検討事項〉・・・高さについて、アクリル板の高さ

を 60cm にした理由 

 中学校で使っている机の旧 JIS 規格の１号の高さ

は 73ｃｍ、同１号の椅子は 44cm。 

 中学校３年生の男子の平均座高が約８８cm。 

 机（73cm）＋カットしたアクリル板（60cm）＞椅

子 44cm＋中３男子座高（88cm） 

   →1cm ではあるが、頭より高いものにした。 

 アクリル板の高さが 1820cm のため、１枚から３

つ作りたかったため。 

http://www.sonic-s.co.jp/news/90939
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3.福島県・いわき市立平第二中学校 (資料提供：吹奏楽部顧問 鵜沼勇雄先生) 

「コロナ禍にかかる吹奏楽部を取り巻く状況についてのレポート」 

 

1．コロナ対策 

いわき市の吹奏楽連盟で、対策マニュアルを作成。各

団体に配布。各学校では状況に応じて実施。室内での

距離をとる。人数を少なくする。合奏機会を減らす、

消毒、換気、体温測定等で対応している。 

一部の学校では、飛沫防止シールドを作成し練習に

使用している。楽器店でも作成したが高価（１５００

０円）のため、一部の学校で数台使用。 

 

2．情報状況 

現状（同調圧力、ネット等での攻撃性の高さ）を考え

ると、行政サイドの施策に要望は個人的にはない。音

楽ホールや練習場等、一時閉鎖にはなったものの、６

月下旬から使用できるようになり、回数は少ないな

がら使用はできている。行政側というより、社会一般

の「相互監視」的雰囲気や「発生に対する非難」「感

染者の特定と非難」の傾向に、懸念を感じる。多少、

弱まってきて「with コロナ」の雰囲気になりつつあ

るが。心ある、多くの音楽関係者の投稿や配信によ

り、楽器演奏や歌唱に対する漠然とした不安が、具体

的なものへと変化し、ここを気をつけるとある程度

安心できる風潮に変わってきたように感じる。 

自分の不安感を他者を徹底的に攻撃することで解消

しようとする一部の人間に対して、音楽関係者（メー

カー等を含む）からその不安を解消するような具体

的な実験例が多く挙げられてきたのは良い傾向と感

じている。 

 

3．自粛期間での活動（個人的なもの） 

・最初の休校中は、課題曲、自由曲のアナリーゼをス

コアに記入し、部員分印刷して配布した。 

（ブラタケオ １、２ 参照） 

また、今後、コンクール等が出来なくなることを見越

して、どのような形態で吹奏楽の活動ができるかを

模索するため、知り合いの音楽仲間とテレワークで

の合奏を模索。周知、募集、動画集め、編集、配信等

のノウハウを収集し、かなりの成果を上げた。 

（「あそプロ 花は咲く」で、youtube で配信。2700

回ほど再生） 

・2 回目の休校では、部活編成してパートを決めただ

けで休校になったため、新入生用に動画を作成し、

FaceBook で配信。保護者会メールで告知。他校の同

様の生徒でも、見られるように一般公開した。 

（ウチでさらおう パート１〜パート１５） 

同時に、学校長の許可を得て、部活内でグループ

LINE を作成。部員の練習動画をアップさせ、コメン

トをつける形でレッスンを行う。（全学年 一人１０

００文字程度 各自１〜2 回） 

５．再開にあたっての活動 

・再開後の音楽活動に関するコロナ対策がよくわか

らず、一般の方々にも漠然とした不安感しか残らな

い報道やネット情報が多数あり、不安を煽るような

社会情勢な感があったので、FaceBook で、声楽、器

楽演奏時の、空気の流れや、つば処理についての動画

を作成。一般公開する。 

・飛沫防止シールドを作成。授業にも使用可という

ことで、学校の費用で３２台作成。 

 宣伝用ののぼり棒（４００円程度）、薄手のビニー

ル（７０cm２１０円）、台用の木材（計４００円程度）、 

合計１０００円程度 作業時間 １台２０分程度で

作成可能。 
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4.東京都・小平市立小平第三中学校 (資料提供：吹奏楽部顧問 澤矢康宏先生) 
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③練習と飛沫の予防 

 

 

 

返事、挨拶、ミーティング 

 密での返事、挨拶は好ましくない。風通しの良いところで間隔をあけて行う。 

 連絡事項はボード（黒板、掲示板）をりようし、ミーティングなどでは挙手などで対応する。 

 サインを研究開発して、合図で行動、連絡できる方法もある。 

 マスク着用で先生などのお話をする場合、マイクとスピーカーがあると便利。 

 

 

外での練習 

外で練習する際に、木管楽器、コントラバス、高級な楽器は、直射日光、雨、砂ぼこり、乾燥、湿気にであ

うと、楽器の破損、傷み、変色、機能の低下、あるいは、鳴りや音色の低下につながるリスクがある。また、

熱中症や近隣への騒音などの配慮をすることが必要。外での練習は細心の注意を払いながら行う。 
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呼吸法の練習、発声練習 

 呼吸法の練習、及び、発声練習は、風通しの良い屋外で、2ｍ以上の間隔でやるのが良い。屋内では飛沫の

危険が高いので避けること。 

 

バズィング、マウスピース練習 

風通しの良い屋外で、2ｍ以上の間隔でやるのが良い。人前では飛沫の危険が高いため絶対やってはいけな

い。練習する場合は、大きめのタオル、ハンカチ等で、顔の周りを覆うようにして、飛沫が拡散しない配慮が

できる場合のみ行うこと。初心者は上達者と違い、唇、アゴ、舌などの力み、ブレスコントロールがなく、息

漏れや、予想以上の飛沫を飛ばす可能性があるので、考える必要がある。子供同士の練習は避けて、大人の確

認ができる範囲で行うこと。 

 

 

個人練習 

 風通しの良い屋外で、2ｍ以上の間隔でやるのが良い。部屋などで練習する場合は、壁沿いに 2ｍ間隔開け

るように広がるように奏者を配置して、壁側を向いて練習する。 

 当分の間、たくさんの回数による合奏が困難と考えられるため、個人練習の課題はとても重要となるので、

目標、内容、自問自答など徹底できると良い。30 分～60 分に 1 回は休憩をして換気を十分に行う。 

 

 

パート練習 

風通しの良い屋外で、2ｍ以上の間隔でやるのが良い。部屋などで練習する場合は、壁沿いに 2ｍ間隔開け

るように広がるように奏者を配置して、壁側を向いて練習する。 

当分の間、子供によるパート指導などは避けて、大人の管理で、ソーシャルディスタンスを考えたパート練

習を実施できるようにする。換気はこまめに行えるように手配する。 

人数の多いパートは、ソーシャルディスタンスを考えて小単位に分けて行う。 
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打楽器の練習 

 ホコリが舞い上がると飛沫の危険が高くなるため、打楽器は手入れを充実すること。 

 楽曲で、一つの楽器、スティック、マレット、ビーター類が複数の人で、持ち替えをする場合、時間があれ

ば、その都度手を消毒する。時間がない場合は、曲が終わるごとに手を消毒する。演奏後は、楽器、スティッ

ク類等の消毒をする。 

 

 

 

合奏練習 

マスクなしでの奏者の会話、くしゃみは飛沫の危険が高いため、前もって注意をする必要がある。 

指導者は、熱を入れて怒号をだすと、飛沫の危険が高まるので注意すること。 

フェイスシールドは、飛沫が飛んでくるものに対して目を守ることができるが、普通の状態では効果が少な

い。長時間していると、熱中症などの危険がある。 
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パーティーションがあると、いつもの並びに近い状態で練習することができる。パーティーションがない場

合は、一人 2ｍ以上の間隔をあけて合奏する必要がある。 

換気がよい状態で練習する。30 分～60 分に一度は休憩をして、換気を十分行う。 

マスクを使用して話す場合、マイクとスピーカーがあると効果的。 

合奏での管楽器の持ち替えで、例えば 1 つの楽器を 2 人で共有する持ち替えしない。当分の間、特殊楽器な

どは、専属にするか、他の人と共有しない持ち替えにする対策が必要。 

人数の多いバンドは、ソーシャルディスタンスを考えていくつかのチームに分けて合奏を行うと良い。 

直接、生徒の顔や身体に触れる以外での指導を考える。例えば、具体的な言葉やジェスチャーを考える。ホ

ワイトボードなどの図が描けるものを用意する。タブレットの有効利用を考える。 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

※この資料は、公益社団法人日本吹奏楽指導者協会関東甲信越支部の東京都部会と神奈川県部会と

茨城県部会、北陸支部、東北支部、関西支部をはじめとするＪＢＡ会員の有志がテレビ会議で、現状と

情報と対策について話し合った時の資料をまとめたものです。 

必ずしも、このやり方がよいとかではなく、一つのやり方としての資料としてお読みください。また、時により、

情報が変わり、新しいもの、変更するもの、修正するものが必ず出てきますのでご注意ください。 


