
※　下記注意事項を必ずお読み頂いた上で、お申し込み下さい。
<注意事項>
○　いずれも暗譜演奏、繰り返しは省略、1番括弧、2番括弧の場合は1番括弧無しで演奏。ダ・カーポ、ダル・セーニョはつけて下さい。※一部例外有り

○　参考楽譜は原典版を推奨しております。

○　各部門内の指示や課題と異なる演奏をした場合、全て失格です。

部門 Ｎｏ． 課題曲 参考楽譜 頁 出版社

15001 ① 外国曲 糸まきの歌 子どものピアノ名曲集ポリフォニー1 Ｐ8 学研

15002 ② 外国曲 さらさら小川 トンプソン現代ピアノ教本1 Ｐ12 全音

15003 ③ 外国曲 インディアンのたいこ みんなのオルガンピアノの本2 Ｐ32 ヤマハ

15004 ④ バスティン ナインオクロックロック ピアノ ソロ レベル1 Ｐ26 東音

15005 ① サリュトリンスカヤ ロシアのうた リトルコスモス Ｐ37 全音

15006 ② ヴァン　ド　ヴェルデ ああ かわいい！ メトードローズ・ピアノ教則本幼児用下巻 Ｐ8 音友

15007 ③ スワビア民謡 かわいいアウグスティン みんなのオルガンピアノの本3 Ｐ21 ヤマハ

15008 ④ メルヴィン・ステッカー/
ノーマン・ホロヴィッツ メリーさんと羊さん ラーニングトゥプレイ　ロック・リズム・ラグタイム1 Ｐ12 全音

15009 ① ラモー リゴドン やさしいインヴェンション Ｐ　70 教芸

15010 ② ウェーバー 人魚のうた みんなのオルガンピアノの本3※楽譜指定 Ｐ29 ヤマハ

15011 ③ グルリット ガボット　イ短調 ロマン派ピアノ小品集1 Ｐ24 ヤマハ

15012 ④ バスティン Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ Ｗｉｔｃｈｅｓ ピアノリサイタルソロレベル1 Ｐ　6 東音

15013 ① テレマン ジグ プレ・インヴェンション Ｐ16 全音

15014 ② ハイドン アレグロ　ヘ長調 古典派をひこう Ｐ24 音友

15015 ③ ギロック ウィンナーワルツ こどものためのアルバム Ｐ18 全音

15016 ④ 平吉 毅州 踊り明かそう祭の夜は 春になったら・・・ Ｐ25 カワイ

15017 ① Ｊ.Ｓバッハ インヴェンションNO.8 ヘンレ版　その他原典版

15018 ② ディアベリ ソナチネＯｐ.151-1　第3楽章　ロンド ソナチネアルバム2 Ｐ73 全音

15019 ③ チャイコフスキー 朝の祈り こどものためのアルバム Ｐ7 全音

15020 ④ シューマン 子供の情景　異国から 子どもの情景 各社版

15021 ⑤ 田中 カレン はくちょう 星のどうぶつたち P54 カワイ

15022 ① ダカン かっこう バロック名曲集　上巻 Ｐ77 全音

15023 ② Ｊ.Ｓバッハ シンフォニアＮＯ.1 ヘンレ版　その他原典版

15024 ③ デュセック ソナチネＯｐ.20-1 全楽章 ソナチネアルバム1 Ｐ96 全音

15025 ④ ギロック ワルツ・エチュード こどものためのアルバム Ｐ40 全音

15026 ⑤ メンデルスゾーン 無言歌集　つむぎ歌 各社版

15027 ⑥ 湯山 昭 愉快なピエロ 音の星座 Ｐ.35 全音

シニアC
（年齢制限無し）

15028

アマチュア
（18歳以上の
音楽愛好家対象）

15029

15030 わたしも ラーニングトゥプレイふたりでたのしく1 Ｐ8 全音

15031 シーソー ラーニングトゥプレイふたりでたのしく1 Ｐ12 全音

15032 インディアンの踊り ラーニングトゥプレイふたりでたのしく1 Ｐ16 全音

15033 ポニーテール ラーニングトゥプレイふたりでたのしく1 Ｐ18 全音

15034 はるのうた リトルコスモス Ｐ56 全音

15035 小鳥の結婚式 夢みるピアニスト/ピアノ連弾曲集2 Ｐ6 ドレミ

15036 ファンタンゴ ラーニングトゥプレイふたりでたのしく2 Ｐ8 全音

15037 リズムゲーム ラーニングトゥプレイふたりでたのしく1 Ｐ40 全音

15038 ドイツ舞曲 ピアノ連弾曲集2 Ｐ20 ヤマハ

15039 子猫のジャズワルツ 音の星座 Ｐ32 全音

15040 ポロネーズ ピアノ連弾名曲選集 Ｐ116 全音

15041 ソナチネＯｐ.24-1 ディアベルリピアノ連弾曲集3　5つのソナチネ Ｐ6 全音

ジュニアB
（小学校4年生以下）

以下①～④の中より2曲演奏する事。

デュオB
（小学校6年生以下）

以下の①～⑤より任意の１曲を選び演奏する事。

以下①～④の中より2曲演奏する事。

シニアA
（中学生以下）

ジュニアC
（小学校6年生以下）

デュオC
（中学生以下）

任意の１曲を選び演奏する事。
但し演奏時間が6分を超過した場合はカットする場合がある。

シニアB
（高校生以下）

メルヴィン・ステッカー/ノーマン・ホロヴィッツ

以下の①～⑥より任意の１曲を選び演奏する事。

デュオA
（小学校3年生以下）

�メルヴィン・ステッカー/ノーマン・ホロヴィッツ

モーツァルト

メルヴィン・ステッカー/ノーマン・ホロヴィッツ

任意の１曲を選び演奏する事。
但し演奏時間が5分を超過した場合はカットする場合がある。

デュオD
（年齢制限なし）

デュオ親子
（中学生以下の子と親）

自由曲１曲。但し演奏時間は5分以内とする。
時間を超過した場合はカットする場合がある。 各社版

湯山 昭

モシュコフスキー

ディアベリ

15042

　　　　　　　　　　　ピアノコンクール事務局

�メルヴィン・ステッカー/ノーマン・ホロヴィッツ

ハイドン

メルヴィン・ステッカー/ノーマン・ホロヴィッツ

�メルヴィン・ステッカー/ノーマン・ホロヴィッツ

ドイツ民謡
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作曲者

プリティ
（未就学児）

ジュニアA
（小学校2年生以下）

以下①～④の中より2曲演奏する事。

以下①～④の中より2曲演奏する事。
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http://www.toyo-piano.co.jp/piara-g-c/index.html

