2022

ジョイフルコンサート

ソロ Ａ部門

課題曲と異なる作曲家、異なるスタイルの要素（テンポ、時代、拍子等いずれか）の曲を選択。
【Ａ部門の自由曲についての規定】

NEWピアノ スタディ課題曲
学年上限

スタディ

幼長

1

小１

2

小２

3

小３

課題曲
楽しい夜（外国の曲）

さんぞくのうた（ポーランドの曲）

やさしいなつのひ（ヤマハの曲） インディアンのたいこ（ヤマハの曲）

おいかけっこ（ドイツの曲） 月の光に（フランスの曲） ビーチパラソルのわすれもの（ヤマハの曲）
小犬のおさんぽ（ヤマハの曲） メヌエット（Ｌ.モーツアルト）
春を待つウクライナのむすめ（ウクライナの曲）

4

ほらあの山に（ドイツの曲）

かわいいワルツ（Ｊ.Ｎ.フンメル）

5

ドイツのおどり（Ｊ.ハイドン）

あそび（Ｂ.バルトーク）

一般教材からの課題曲
学年上限

課題曲 （※自由曲はポピュラー以外の選曲になります）

出典（記載楽譜に限定）

ぼくのともだち（バスティン）

バスティンオールインワン １Ａ（東音）

幼長 はるのうた（Ｊ.トンプソン） さんぽ（Ａ，ディアベリ）

ビギナーのためのピアノ曲集①（全音）

インディアンのおどり（Ａ．コルトー）ぶん ぶん ぶん（ボヘミアの曲） きらきら星（フランスの曲）先生が選んだピアノ発表会全集①（ヤマハ）

小１

アレグレット（Ⅽ.グルリット）

かわいいハリネズミ（Ⅾ、カバレフスキー） やさしい４期の名曲集①（全音）

走れこうま （Ｒ.ジョイナー） ※アマリリス （Ｈ.ギース/編；池田奈生子）

ビギナーのためのピアノ曲集①（全音）

ワルツ（Ⅾ.カバレフスキー）

バスティン中級レパートリー①（東音）

小２ メヌエット ハ長調（Ｗ.Ａ．モーツアルト） バースデイ・マーチ（Ｌ、ケーラー）

小３

先生が選んだピアノ発表会全集①（ヤマハ）

あがってよ雨さん（バスティン） わたしの緑のかさ（バスティン）

バスティン先生のお気に入りレベル２（東音）

カンツォネット（Ⅽ.ネーフェ） メヌエット（J.クリ-ガー）

プレ・インヴェンション（全音）

メヌエットヘ長調（Ｗ.Ａ．モーツアルト） ワルツト長調（Ｌ.ケーラー）

先生が選んだピアノ発表会全集②（ヤマハ）

木馬に乗って 又は 緑の草原で（ソロ曲）（Ａ．グレチャニノフ）

グレチャニノフピアノ作品集①（ヤマハ）

第３番「牧歌」、

ブルグミュラー 25の練習曲

第5番「無邪気」

、第11番「せきれい」

〔Ａ部門〕ポピュラー部門課題曲（※指定楽譜になります。自由曲もポピュラー曲を選択下さい）
課題曲

学年上限

小１

小２

小３

出典（記載楽譜に限定）

くまのプーさん（シャーマン兄弟/編：石川 芳） ※リピート任意

入門～初級 ディズニー・ソングベスト40（ヤマハ）

やまのおんがくか（ドイツ民謡/編：橋本晃一）

ピアノひけるよジュニア③（ドレミ）

アヴィニョンの橋の上で（フランス民謡/編：轟 千尋）

きらきらピアノポピュラーメロディーズ①（全音）

聖者が街にやってくる（アメリカの曲）

バスティンオールインワン １Ｂ（東音）

「魔女の宅急便」より 仕事はじめ（久石 譲/編：森 真奈美）※「１なし

とってもやさしいスタジオジブリ名曲集①決定版（ヤマハ）

カリブの海賊より ヨー・ホー（Ｇ.ブルーンズ）※リピートは任意

入門～初級 ディズニー・ソングベスト40（ヤマハ）

峠のわが家（アメリカ民謡/編：.轟 千尋）

きらきらピアノポピュラーメロディーズ②（全音）

メリーはひつじとハイキング（橋本晃一）
「となりのトトロ」より ねこバス（久石 譲/編：石川 芳）

たのしいピアノ名曲集こどもだってジャズ＆ロック（ドレミ）

「ドラゴンクエスト」より

序曲のマーチ （すぎやまこういち）

まきばはおおさわぎ （橋本晃一）

とってもやさしいスタジオジブリ名曲集①決定版（ヤマハ）

ピアノ曲集ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人（ドレミ）
たのしいピアノ名曲集こどもだってジャズ＆ロック（ドレミ）

リメンバーミー ララバイバージョン（ロペス/編；安蒜佐知子）
ミューマ：ＧＳ０５５４８０
※プログラム作成の際、作曲家名は課題曲表の記載に準じてお書き下さい。
※編曲者は楽譜にはっきり名前を提示している場合は自由曲含めプログラムに記入願います。
※オーケストラや歌曲のクラシック曲の編曲はポピュラー部門としてもクラシック部門としても自由曲に使用出来ます。

ソロ

Ｂ部門

<Ｂ部門：Ａコースの規定>下記の課題曲と自由曲１曲を演奏する
［規定］ 自由曲は必ずロマン派、近・現代曲から選曲下さい。
但しソナチネの場合は同作品の別楽章においてのみ自由曲として選択が可能です。
①スラー等アーティキュレーションは、楽譜により違う事がよくあります。古典派以前の曲は楽譜上の
指示が少ないので強弱設定、アーティキュレーションは指導講師が、音楽的配慮を持って決定下さい。
②Ｂ部門の課題曲の出版社は上記記載は参考です。その他の出版社でも構いませんが、内容確認を願います。

Ｂ部門 Ａコース NEWピアノ スタディ課題曲
小４

6

花売り（ベートーヴェン） スケルツァンド（A.スカルラッティ） 柱時計（Ⅽ.ツェルニー）

7

アレグレット（A.ディアベリ） シャコンヌ（H.パーセル）

ピアノスタディレパートリーズコレクションズより
小５

小６

Ⅰ

シチリアーノ（A.ミュラー） アレグロ変ロ長調 KⅤ.３（W.A.モーツァルト） 小プレリュードハ短調 ＢＷⅤ939（Ｊ.S.バッハ）

Ⅰ-Vol.２ ガヴォット

ヘ長調（Ａ．コレルリ） ソナチネハ長調Ｏp.55-1 第１楽章（F.クーラウ）

Ⅱ

フランス組曲第２番ハ短調 BWⅤ813より「メヌエット」 ソナチネト長調Ｏp151-1第１楽章（Ａ.ディアベリ）

Ⅲ

プレリュード二短調 ＢＷⅤ935（J.S.バッハ） ソナチネヘ長調 第1楽章（ベートーヴェン）

Ｂ部門

学年上限

Ａコース

一般教材からの課題曲

出典（参考）

小組曲ト短調より「踊りの先生」又は「仮面舞踏会」（Ｗ.ギロック）
小４ トルコ行進曲（ベートーヴェン）

ギロック

発表会の為の小品集（全音）

先生が選んだピアノ発表会名曲集③

スケルツォ ヘ長調 Hob.ⅩⅥ：９（Ｊ.ハイドン） 王様のダンス（Ⅾ.テュルク） 古典名曲集 上巻（全音）
メヌエット ニ短調 ＢＷⅤＡｎｈ.132（Ｊ.Ｓ.バッハ）
バロック名曲集 上巻（全音）
小５ アリエッタ第１番変ホ長調（Ｊ.ハイドン）

ロンドハ長調（W.Ａ.モーツァルト）

ソナチネ ト長調 Ｏｐ.36－2第３楽章（クレメンティ）

古典名曲集 上巻（全音）
ソナチネアルバム第１巻（全音・今井顕版）

アレグレット ヘ長調 Ｈｏｂ.XⅠX：30（Ｊ.ハイドン） ポロネーズ ヘ長調K439ｂ（Ｗ.Ａ.モーツァルト）

小６

ソナチネアルバム第１巻（全音・今井顕版）
ソナチネ ト長調 Ｏｐ.20－１第１楽章（J.ドゥシーク）
メヌエットハ短調 ＢＷⅤＡｎｈ．121、小プレリュードヘ長調 BWⅤ927（Ｊ.Ｓ.バッハ） /バロック名曲集上巻（全音）
ソナタ ニ短調 K.９ L.413（Ⅾ.スカルラッティ）
バロック名曲集 下巻（全音）

Ｂ部門
小４

/古典名曲集上巻（全音）

Ｂコース 課題曲のみを演奏する
かっこう （L.ダカン）

（下記の曲は他部門の自由曲には使用できません）
バロック名曲集 上巻（全音）

ヤマハ：ピアノ変奏曲アルバム１
小５ きらきら星による変奏曲（W.F.バッハ）
カバレフスキー ２つのソナチネ（全音）
ソナチネ ハ長調 第１楽章 Oｐ.13-1（カバレフスキー）
小６ ソナタ ト長調 Oｐ.49-2 第１楽章（全音ソナタアルバム今井版①） エコセーズ※全音PP185（コーダ付き）（ベートーヴェン）
地球 （田中カレン）

子供のためのピアノ曲集 地球（カワイ）

〔B部門〕ポピュラー部門課題曲 （※指定楽譜になります。自由曲もポピュラー曲を選択下さい）
学年上限

小４

小５

小６

課題曲 （Ｂ部門自由曲としても使用可能です）
竈 炭次郎のうた（椎名 豪）

みんなのヒットソングピアノアルバム（ドレミ）

裸の心 （あいみょん）

みんなのヒットソングピアノアルバム（ドレミ）

星に願いを（ハーライン/編：鈴木奈美）

入門～初級 ディズニー・ソングベスト40（ヤマハ）

アメイジング・グレイス（ジェイムズ＆デイビッド/編：轟 千尋）

きらきらピアノポピュラーメロディーズ③（全音）

ホールニューワールド（Ａ.メンケン/編：川田千春） ※リピート任意

入門～初級 ディズニー・ソングベスト40（ヤマハ）

やさしさにつつまれたなら （荒井由実/編：大宝 博）

初級美しく響くピアノソロジブリ（ヤマハ）

金平糖の踊り（チャイコフスキー/編：轟 千尋）

きらきらピアノポピュラーメロディーズ③（全音）

サイクリング・ラグ（橋本晃一）

たのしいピアノ名曲集こどもだってジャズ＆ロック（ドレミ）

夜に駆ける（ＡＹＡＳＥ）

みんなのヒットソングピアノアルバム（ドレミ）

「ドラゴンクエスト」より

出典（記載楽譜に限定）

序曲のマーチ（すぎやまこういち/編：今村康）※リピート任意 ドラゴンクエストⅦエデンの戦士たち（KⅯＰ）

彼こそが海賊（ジマー＆バデルト＆ザネリ/編：広田圭美）

ディズニーベストヒット１0決定版中級（ヤマハ）

ブギ・プレリュード（Ｗ.ギロック）

レパートリーコレクションズⅡ－ｖｏｌ．２（ヤマハ）

