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 2018年  

   第29回　タニタ楽器ピアノコンクール

実施要項

　　　　 主催（株）タニタ楽器

― ソロ部門・連弾部門 ―



１、主 催 　株式会社　タニタ楽器

２、主 旨 ・作品の性格、構成、様式等をふまえ、個性豊かな心に響く演奏表現ができること。

・ピアノに対する理解と情熱をより深め、自己の可能性を追求し、

　研鑽の励みとなるステージを望む。

３、参 加 部 門 ・未就学児〜小学２年生　　 ・小学３〜４年生

・小学５〜６年生　　　　　 ・中学生

・高校生以上

４、予 選 会 日　程

 10月８日(月祝)  プラザウエスト さくらホール   全部門

 10月13日(土)  クレアこうのす 小ホール   小学5～6年生/中学生/高校生以上

 10月14日(日)  クレアこうのす 小ホール   未就学児～小学2年生/小学3～4年生

５、本　 選　 会 日　程

 12月８日(土)   彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール

６、表 彰 ・最優秀賞　　　全参加者の中で、特別に優秀と認められた者に授与する

・金　　賞　　　各部門より１名程度

・銀　　賞　　　各部門より２名程度

・銅　　賞　　　各部門より２名程度

・入　　選　　　本選出場者全員

７、参 加 費 ・予選会　 9.500円　　

参加申し込み ・本選会　11,500円

・締切日　平成30年8月31日(金)

・参加申込書にご記入の上、参加費を添えて担当講師又は受付までお申し込み下さい。

　※記入漏れのないようご提出下さい。

・ご本人の都合による、お申し込み後の参加費のご返金は出来ません。

８、留 意 事 項 ・全曲暗譜で演奏して下さい。

・ソナチネ、ソナタ等の楽章抜粋、組曲からの抜粋は１曲として扱います。

・予選会は最初に課題曲、続いて自由曲の順で演奏して下さい。

・本選会は自由曲のみを演奏して下さい。

・自由曲は、規定時間以内に収まるように選曲してください。万が一、規定時間を

　オーバーした場合はベルにてお知らせしますので、演奏を中止して下さい。　

・足台、補助ペダル、アシストペダルの持ち込みは不可です。　

・椅子は背付きのみを使用します。

・演奏順番は事務局で決定します。運営の円滑化を図るため、足台、補助ペダル等を

　使用する方はまとめさせて頂く場合があります。

９、注 意 事 項 ・演奏中の出入りはご遠慮下さい。

　演奏の妨げになる場合は、ご退場頂く場合があります。

・コンクールの趣旨をご理解頂き、演奏中の写真、ビデオ撮影はご遠慮下さい。

　スマートフォンを使用しての撮影もご遠慮下さい。

・舞台袖での保護者、担当講師の付き添いは出来ません。

・ご本人の都合により、出演時間に間に合わなかった場合は失格となります。

10、そ の 他 ・審査委員によるアドバイスレッスンを行います　　※別紙参照　

（ご予約はお電話でも承ります)

              会　場

第29回 タニタ楽器ピアノコンクール実施要項

    　　　　会　場 部門



・予選会、本選会の審査委員はアドバイスレッスンの先生と異なる場合があります。

・予選会、本選会の開演時間は、書面にて郵送致します。

・通常レッスン以外の補講は別途料金を頂きます。

・各会場、着替え等の出演者控室はありません。

・予選会終了後、別途アドバイスレッスンを行います。　※下記参照

　(予選会結果郵送後順次受付)

　　　　　熊谷 11/4 (日)今野先生　11/18(日)持田先生　11/23(金祝)持田先生

　　　　　浦和 10/28(日)持田先生　11/11(日)今野先生　11/23(金祝)今野先生

11、課 題 曲 ※全曲リピート、1番かっこ無し　但し、2番かっこ、ダ・カーポ有り　下記の中から１曲選択

●未就学児〜小学２年生部門

作　曲　者
 モーツァルト  プレインヴェンション (各社）

 クワタル  Newピアノスタディ２

 グルリット  こども音楽会(全音) 

 エステン  いずみのほとり  Newピアノスタディ４

 ピアノピースコレクション１（全音)

 ギロックベスト１(全音）

●小学３〜４年生部門

 テレマン  ピアノジュニアステップ５　　

 ベートーヴェン  各社

 任意の１曲
 シューマン  はじめての悲しみ  シューマン ユーゲントアルバム (全音）

 田中 カレン  おひつじ  星のどうぶつたち (カワイ）

●小学５〜６年生部門

 J.S.バッハ  バッハ ピアノ小品集（全音）

 モーツァルト  ６つのウィーンのソナチネ 第２番 第１楽章  モーツァルト６つのウィーンソナチネ（全音）

 バルトーク  棒踊り(ルーマニア民俗舞曲より）  NEWピアノスタディレパートリーコレクションⅢ

 ブルグミュラー  空気の精  ブルグミュラー 18の練習曲（全音）

 ギロック  ギロック 叙情小曲集（全音）

●中学生部門

 J.S.バッハ  各社

 ベートーヴェン  各社

 シューベルト  各社

 ショパン  各社

 フォーレ  フォーレ ピアノ小品集（全音）

●高校生以上部門

 Op.37 No.5 アンダルーサ 　

 ショパン  各社

 モシュコフスキー  各社

12、自 由 曲 規定時間　　・未就学児〜小学２年生　３分以内　　・中学生　 　 ６分以内

　　　　　　・小学３〜４年生　４分以内　　　　　・高校生以上　８分以内

　　　　　　・小学５〜６年生　５分以内

 各社

 森のざわめき

 シンフォニアより任意の１曲

 ソナタ Op.49-2 第２楽章

 楽興の時 第３番

 マズルカ Op.7-1

 25の練習曲より1・2・5・6・8より

 おともだち

 小さなうた

 ソナチネ ト長調 Anh.５

 ピアノのための小品 第５

平均律クラヴィーア曲集 第１巻又は第２巻

 ガラスのくつ

 ガボット（フランス組曲第５番 BWV 816より)

 アレグロ

 ブルグミュラー

 ギロック

楽譜(曲集/出版社)※参考例曲　　　名
 メヌエット ヘ長調 NO.30

 J.S.バッハ  各社
より 任意のプレリュード又はフーガ

 12のスペイン舞曲より
 グラナドス  各社

 練習曲 Op.10 Op.25より任意の１曲

 15の熟達のための練習曲より任意の１曲



１、参 加 部 門 ・Ａ部門 小学４年生以下

・Ｂ部門 中学生以下

・Ｃ部門 高校生以上

・フリー部門 年齢制限なし（審査なし）

２、開 催 日 日程

 10月14日(日） 　クレアこうのうす 小ホール

３、表 彰 ・各部門（フリー部門を除く）より、金賞・銀賞・銅賞を授与する

・フリー部門のみ、オーディエンス賞を授与する

・表彰式は10/14に行います

４、参 加 費 １ステージ　10,000円

参加申し込み 締切日、その他はソロ部門に準ずる

５、留 意 事 項 ・課題曲はありません。自由曲のみ演奏して下さい。

・規定時間以内なら、違う曲との組み合わせも可です。

・曲のジャンルは問いません。

・規定時間以内に収まるように選曲して下さい。万が一、規定時間をオーバーした

　場合はベルにてお知らせしますので、演奏を中止して下さい。

・各部門、未就学児から一般まで組み合わせは自由です。

　共演者の年齢が異なる場合は、下の年齢の方が該当部門となります。

・Ａ Ｂ Ｃ部門は、指導者との組み合わせは不可です。

・フリー部門は６手連弾有り。指導者との組み合わせも可です。

・暗譜の必要はありません。但し、譜めくりは演奏者が行って下さい。

６、注 意 事 項 ソロ部門に準ずる

７、そ の 他 ソロ部門に準ずる

８、自 由 曲 規定時間　　・Ａ部門　　　５分以内

　　　　　　・Ｂ部門　　　６分以内

　　　　　　・Ｃ部門　　　10分以内

　　　　　　・フリー部門　６分以内

―　連弾部門　―

会場



審 査 委 員 　赤間　亜紀子 東京芸術大学附属高等学校音楽科首席卒業　同大学ピアノ科卒業

(50音順、敬称略) 現在、埼玉県立大宮光陵高等学校非常勤講師

埼玉新演奏家連盟理事　

一般社団法人東京国際芸術協会主催コンクール審査委員

川島　みどり 東京芸術大学音楽学部ピアノ科卒業
現在、埼玉県立大宮光陵高等学校非常勤講師
埼玉県音楽家協会　さいたま市音楽家協会　両役員
全日本ピアノ指導者協会正会員　さいたま市合唱浦和の会理事

　今野　尚美 英国王立音楽院首席卒業　同大学院ディプロマ取得
上野学園大学音楽学科 元准教授
ヤマハマスタークラス講師

　中山　　瞳 埼玉県立大宮光陵高等学校音楽科　東京芸術大学卒業後
ウィーン国立音楽大学に留学　現在、東京芸術大学大学院修士課程に
在学中　第21回ブラームス国際音楽コンクール第２位
国内コンクールにおいても多数受賞

　三村　則子 桐朋学園大学音楽部ピアノ専攻卒業
現在、埼玉県立大宮光陵高等学校　
埼玉県立松伏高等学校音楽科　城西国際大学非常勤講師
埼玉県音楽家協会会員　
全日本ピアノ指導者協会正会員

　持田　正樹 武蔵野音楽大学卒業
ハンガリー国立リスト音楽院留学
現在、一般財団法人ヤマハ音楽振興会本部指導スタッフ
ショパン国際ピアノコンクールinアジア審査委員
全日本指導者協会正会員　日本演奏連盟会員
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・JR高崎線　鴻巣駅(東口) 徒歩20分
・JR高崎線　鴻巣駅(東口)バス 免許センター下車　　　　　　　　

・ＪＲ浦和駅西口よりバス「大久保浄水場」行き
桜区役所下車

・JR埼京線　与野本町駅西口下車　徒歩7分

※各会場　他の施設と併用しているため混雑する場合があります
　 なるべく公共の交通機関をご利用下さい

 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール

クレアこうのす 小ホール

会場のご案内

 プラザウエスト さくらホール


