2022年度 ジュニアピアノコンクール＆ピアノオーディション
趣

2022年度 課 題 曲

旨

ジュニアソロ部門 本選課題曲 a/b/c/d から1曲選択
a）ソナチナ 第1楽章（曲頭～P55.1段目.１小節目第1音まで）

(全音楽譜出版社)

本選会：２曲演奏

課程

(暗譜)

課題曲1曲プラス自由曲1曲 自由曲は8分以内程度の曲

受賞記念披露コンサート：自由曲1曲 8分以内の曲

C・Ｂ課程・連弾初級・連弾中級の自由曲は4分以内程度の曲
A・Ｖ課程・連弾上級の自由曲は5分以内程度の曲(連弾上級は自由曲のみ)

趣味でピアノを楽しまれている方。
上級・中級・初級から各自選択。

予選会：自由曲１曲

※自由曲は予選と異なる曲でもよい
※ 課程の選択は各課題曲を参考にし自由曲をお決め下さい。各課程のレベルと

初級・中級は6分以内程度の曲
上級は8分以内程度の曲

本選会：２曲演奏

著しく異なる自由曲を選択された場合は減点の対象となりますのでご注意下さい。

課程

課題曲１曲プラス自由曲1曲 予選と異なる曲でもよい
上級の自由曲は8分以内程度の曲

ピアソラ作曲

ピアノ・コレクション②」

(ドレミ楽譜出版社)

自由曲：ショパン エチュード 程度の1曲

趣味部門(パブリック部門 /ジョイフル部門 /シニア部門)
a） デカリシモ （曲頭～P19 1段目 3小節目 第1音まで）

メキシコ民謡

b） エストレリータ

ポンセ作曲

「やさしく弾けるラテンピアノアルバム①」

(ドレミ楽譜出版社)

c）ピジャヌエバのマズルカ

ポンセ作曲

「ちいさな手のためのラテンピアノ曲集」

｢アストル・ピアソラ

ピアノ・コレクション」

ナザレ作曲

「エルネスト・ナザレ ピアノ小品集」
「エルネスト・ナザレ ピアノ曲選集」

(ドレミ楽譜出版社)
(カワイ出版)

ヒナステラ作曲

｢ラテン・アメリカ・ピアノ曲選②アルゼンチン編」

ブルグミュラー作曲

(全音楽譜出版社)

自由曲：ツェルニー50番 程度の1曲

(全音楽譜出版社 他)

ヴィエイラ作曲

b）夢見るお人形

ミニョーネ作曲

課題曲

a）ひつじさんのダンス

c）兵隊さんの訓練（くり返しする）

ピアソラ作曲
(ドレミ楽譜出版社)

b）フォン・フォン （くり返しなし、D.Sする）

c） ミロンガ

(ドレミ楽譜出版社)

級

d）ブーレ （くり返しなし）
「メトードローズピアノ教則本」

「アストル・ピアソラ

ピアノ・コレクション②」

(カワイ出版)

「エルネスト・ナザレ ピアノ曲選集」

「アストル・ピアソラ

(ドレミ楽譜出版社)

ピアソラ作曲
(ドレミ楽譜出版社)

b） コンフィデンシャス（曲頭～P49 1段目 6小節目まで、くり返しなし） ナザレ作曲

c） タンゴ・デル・アンジェル（くり返しなし、D.C.なし）

ネポムセーノ作曲

以上「ちいさな手のためのラテンピアノ曲集」

ピアノ・コレクション」

ピアソラ作曲
(ドレミ楽譜出版社)

自由曲：ツェルニー30・40番 程度の1曲

フランス舞曲
(音楽之友社 他)

a）バラ色の人生
※注1. V課程 d)エチュードは OP.10-3、10-6、10-12、
OP.25-5、25-7、25-10、25-11、25-12 を除く

課題曲

自由曲：メトードローズ 程度の1曲

初
級

＊予選会参加者全員に参加記念品を進呈。
＊予選会・本選会にて個別講評を進呈。
＊専門・連弾部門のグランプリ受賞者は同エリア次年度の記念披露
コンサートに招待演奏者として招聘。
＊専門・ピアノ指導者部門の優秀者は指導経歴により当会審査員に推薦。
＊専門部門の受賞者は次年度予選免除。
＊趣味部門では、ご希望者に本選審査結果による当会認定グレードの
取得が可能です。
認定登録料/認定書発行(消費税・送料込み)：6,000円 [額.プレート付]9,000円

「アストル・ピアソラ

中

＊予選会参加者全員に参加記念品を進呈。
＊予選会・本選会では、全員に個別講評を進呈します。
＊受賞記念披露コンサート出演回数により各種記念メダル(氏名入り)が
贈られます。
＊当会では、ご希望者に本選審査結果による日本ピアノ研究会認定グレード
の取得が可能です。
認定登録料/認定書発行(消費税・送料込み)：6,000円 [額.プレート付]9,000円

課程

課題曲

Ｅ
ピアノオーディション特典

(全音楽譜出版社)

a） コントラステス （D.Cし、Codaで終わる）

審 査 員（裏面参照）
当会推薦によるピアニスト、大学教授、准教授、講師、及びピアノ講師

「ラテン・アメリカ・ピアノアルバム」

(ドレミ楽譜出版社)

自由曲：ブルグミュラー25番程度の1曲

級

各予選会場、定員になり次第締め切ります。
受賞記念披露コンサートは、本選会で出演資格を得た方の同エリアブロックにおいてのみ出演申込が可能です。

レヴィ作曲

バッハ作曲
(全音楽譜出版社 他)

「ブルグミュラー25練習曲」

初

募集人員

(全音楽譜出版社)

c）スィル・ヴ・プレ （くり返しなし）

インヴェンション 程度の1曲

d）パストラール （くり返しなし）

レクオーナ作曲

4段目まで）

b）タンゴ・ブラジレイロ

級

＊予選・本選・受賞記念披露コンサート（暗譜でなくてもよい）

課題曲

課程

（P104

「ラテン・アメリカ・ピアノ曲選④キューバ編」

(カワイ出版)

「やさしく弾けるラテンピアノアルバム②」

Ｄ

a）マラゲーニャ

ヴィラ＝ロボス作曲
ピアノ曲集1」

a）メキシカン・ハット・ダンス

演奏曲：予選会・本選会・受賞記念披露コンサート：自由曲1曲 8分以内程度の曲

ジュニアピアノコンクール特典

ヴィラ＝ロボス作曲

c）ひっくり返ったカヌー
以上「ヴィラ=ロボス

ピアノ指導者部門(レスナー部門 /マエストロ部門)

ヴィラ＝ロボス作曲

初級・中級は6分以内の曲 (暗譜でなくてもよい)

連弾部門(16才～)

※各部門予選・本選共、時間の都合上、演奏中にカットする場合もあります。

(全音楽譜出版社 他)

「インヴェンション」

上級は8分以内の曲 (暗譜)

キューバ民謡
(ドレミ楽譜出版社)

オーディション本選課題曲 a/b/c から1曲選択

クーラウ作曲

b）小さな羊、太った羊 （くり返しなし）

自由曲：バッハ

(ドレミ楽譜出版社)

c）グァンタナメーラ

課題曲

＊ 演奏時間はコンサート申込案内に記載します。

自由曲1曲

以上「ラテン・アメリカ・ピアノ曲選④ キューバ編」(全音楽譜出版社)

d）インベンション ２声 No.3 Ddur

(暗譜)

ピアソラ作曲

以上「やさしく弾けるラテンピアノアルバム①」

「やさしく弾けるラテンピアノアルバム②」

上

受賞記念披露コンサート：

サウメル作曲

a）みんな行ってしまった

Ｃ

(暗譜でなくてもよい)

(暗譜)

エンゲルス作曲

b）リベルタンゴ

セルヴァンテス作曲

自由曲：ソナチネ程度の1曲

初級・中級の自由曲は6分以内程度の曲(暗譜でなくてもよい)

受賞記念披露コンサート：本選会で演奏した1曲を含めて2曲まで演奏可能

c）さらばキューバよ

「ソナチネアルバム1」

課題曲

趣味部門

a）サンバ・デ・ジャネイロ （くり返しする）

自由曲：メトードローズ ・ブルグミュラー程度の1曲

d）ソナチネ Op.55-1 Cdur 第2楽章 ヴィヴァーチェ

級

E・Ｄ課程の自由曲は3分以内程度の曲

ナザレ作曲
(ドレミ楽譜出版社)

セルヴァンテス作曲

b）ルイジアナ （D.C.し.Fineで終わる）

(暗譜)

イラディエール作曲

c）ブレジェイロ （D.Cし、Codaで終わる）

(全音楽譜出版社 他)

課題曲

(暗譜) 予選と異なる曲でもよい

課題曲1曲(右記一覧より選択)プラス自由曲1曲(共に暗譜)

級

C・Ｂ課程・連弾初級・連弾中級は4分以内程度の曲

Ｂ

ピアノを指導している方。

8分以内程度の曲

b）ラ・パローマ

自由曲：ソナタ程度の1曲

a）くちばしでつつく

中

予選会：自由曲1曲

ハイドン作曲

（くり返しなし）
「ソナタアルバム1」

課題曲

※課題曲でもよい

E・Ｄ課程は3分以内程度の曲

2曲演奏

「ラテン・アメリカ ・ピアノ アルバム」

音楽大学在学中、卒業、または同程度の実力がある方。

ピアノ指導者部門

A・Ｖ課程・連弾上級は5分以内程度の曲
本選会：

ヒナステラ作曲

課題曲

課程

「ラテン・アメリカ・ピアノ曲選②アルゼンチン編」 (全音楽譜出版社)

c）マランボ （P81.3段目３小節目まで）

リヴィングストン作曲

自由曲：バッハ インヴェンション・ソナチネ 程度の1曲

アギーレ作曲

初

Ａ

課題曲

自由曲(暗譜)

ピアソラ作曲

b） トリステ №2

a） ケ・セラ・セラ （くり返しする）

以上「やさしく弾けるラテンピアノアルバム②」

「アストル・ピアソラ ピアノ・コレクション 」 (ドレミ楽譜出版社)

自由曲1曲 8分以内の曲 暗譜 (グランディオーズ部門の予選は暗譜でなくてもよい)

※ 連弾部門は予選・本選・受賞記念披露コンサートでの演奏は暗譜でなくてもよい

級

a）アディオス・ノニーノ （D.C.なし、Codaで終わる）

予選会・本選会・受賞記念披露コンサート：

年齢・学年に関わりなく、各自のレベルによる課程を選択

1曲演奏

(全音楽譜出版社 他)

d）ソナタ Hob.XVI:27 Gdur 第3楽章 プレスト

ジュニア ソロ・連弾部門

予選会：

(全音楽譜出版社)

自由曲：バッハ平均律・ショパン エチュード 程度の1曲

演 奏 曲・演奏時間
専門部門

自由曲：ソナタ・バッハ平均律・ショパン エチュード 程度の1曲

(ドレミ楽譜出版社)

c）真夜中のコンガ（曲頭～P53.5段目.4小節目第1音(E音)まで） レクオーナ作曲

「ショパン・エチュード集」

a/b/c から1曲選択

課題曲なし

ナザレ作曲

「エルネスト・ナザレ ピアノ小品集」

d）エチュード OP.10またはOP.２５より1曲 ※注1 ショパン作曲

級

対象：16才以上(2023年3月31日現在) 学生・一般
部門：ピアノソロ部門
専門部門 Specialスペシャル部門(16才～29才)・Virtuoseヴィルトーズ部門(30才～４９才)・Grandioseグランディオーズ部門(５０才～)
趣味部門 Publicパブリック部門(16才～39才)・ Joyfulジョイフル部門(40才～59才)・ Seniorシニア部門(60才～)
ピアノ指導者部門 Lessoner レスナー部門（20才～35才）・Maestro マエストロ部門（36才～）
連弾部門(16才～)

b） トラベッソ（くり返しなし D.S.しFiMで終わる）

「ラテン・アメリカ・ピアノ曲選④キューバ編」

上

ピアノオーディション

(全音楽譜出版社)

課題曲

課程

クリーゲル作曲

「ラテン・アメリカ・ピアノ曲選⑤ブラジル編Ⅱ」

中

Ｖ

対象：幼児～高校生
部門：ピアノソロ部門（V課程・Ａ課程・Ｂ課程・Ｃ課程・Ｄ課程・E課程）
連弾部門 （子供デュオ・親子デュオ・先生＆生徒デュオ・大人＆子供デュオ）

課題曲

対 象・部 門
ジュニアピアノコンクール

ジュニア連弾部門 本選課題曲
上級

受賞記念披露コンサートで演奏することを最終目標とし、目標を持って練習することにより、自信をつけて演奏できるよう育成し、
地域の音楽文化向上に寄与するものである。
また、当会の特徴として、課題曲にはラテンピアノ曲を取り上げその普及を目的とする。
尚、受賞記念披露コンサート出演者には、本選会成績結果による各賞が授賞式にて授与される。

ルイギュイ作曲

「やさしく弾ける ラテンピアノ・アルバム①」

b）ビッグ・ベン

(ドレミ楽譜出版社)

イッツォ作曲

以上「ちいさな手のためのラテンピアノ曲集」

c）マシュ・ケ・ナーダ （くり返しする）

(ドレミ楽譜出版社)

ベン作曲

「やさしく弾ける ラテンピアノ・アルバム②」

(ドレミ楽譜出版社)

自由曲：バイエル 程度の１曲
＊楽譜のコピー使用は禁止です

優秀指導者証(ジュニアピアノコンクール指導者)
＊優秀指導者証：今年度のジュニアピアノコンクールにおいて最優秀賞・優秀賞・優良賞受賞者を育てた指導者には、ご希望により当会認定「優秀ピアノ指導者証」の取得が可能です。

＊ジュニアソロ課題曲d)を選択の場合、受賞記念披露コンサートで贈られる大使館賞及びラテンクラシック賞の対象にはなりません

＊最優秀指導者証：優秀ピアノ指導者取得者において５年連続して受賞された指導者、または全日本において生徒さんが金賞・銀賞・銅賞に入賞した場合は、ご希望により当会

＊課題曲ＣＤ希望者(消費税送料込)：3,500円

認定「最優秀ピアノ指導者証」の取得が可能です。
認定登録料/認定書発行(消費税・送料込み)：7,000円 [額.プレート付] 10,000円

認定期間：1年間

(ジュニアソロのd)の曲は収録されていません)

