
音楽の形式を学ぶ
第 7回 (2022年度）

ソナタコンクール
参加要項

マスタークラス講師

関本 昌平 先生 田村 響 先生 朴 久玲 先生 野本 由紀夫 先生

審査員（予定）
有吉亮治（桐朋学園大 准教授）、石井克典（東京音大 教授）、石井理恵（東京音大 専任講師）、伊藤恵（東京藝大 教授 / 桐朋学園大 特任教授）、
今井彩子（桐朋学園大 准教授 )、今川裕代（大阪芸大 准教授）、今田篤（ピアニスト）、梅村知世（ピアニスト）、
齊藤一也（東京藝大・東京音大 非常勤講師）、佐藤彦大（東京音大 専任講師 / 桐朋学園大 非常勤講師）、
杉本安子（昭和音大 客員教授/ 洗足学園大 名誉教授）、高田匡隆（桐朋学園大 非常勤講師）、武内俊之（愛知県立芸大 准教授 / 洗足学園大 非常勤講師）、
田代慎之介（武蔵野音大 教授）、鳥羽瀬宗一郎（洗足学園大・院 教授）、外山啓介（札幌大谷大 特任講師 / 洗足学園大・桐朋学園大 非常勤講師）、
鳥居知行（大阪音大 ピアノ専攻主任教授）、中尾純（愛知県立芸大 准教授）、宮下朋樹（武庫川女子大 教授 / 神戸女学院大 非常勤講師）
※五十音順・敬称略 / 大学名は略称

［主催］株式会社 東音企画　［後援］一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
［調律協賛］株式会社 河合楽器製作所　［協賛］ベーレンライター出版社
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概要
ソナタコンクールは、古典期のピアノソナタやソナチネを題材とし、音楽の形式を学び、豊かな表現と説得力のある演奏をめざし
ていただくことを目的としたピアノコンクールです。 ピアノソナタ全楽章を通して演奏できる部門があることも大きな特長です。
ソナチネやソナタに取り組み始めた方々の成果発表の場として、また音楽高校・大学受験への力だめしの場としても幅広くご活用
いただけます。 「知る・聴く・弾く」で古典期の総合力をつけましょう。

本コンクールの一番の特色は、本選進出者向けの「マスタークラス」です。ソナタ全楽章部門の本選進出者は、実技レッスンやアナリー
ゼクラスなど、丸一日ソナタに向き合い学びを深めることができるマスタークラスを、全員ご受講いただきます。

今年度の開催について
今年度も予選は、実地・動画ともに開催予定です。本選は昨年同様、実地のみでの開催を予定しております。参加者
の皆様に安心してご参加いただけるよう、万全の対策を講じてまいります。しかしながら新型コロナウイルス感染拡大
または収束などにより、掲載内容が大幅に変更となる可能性がございますので、最新情報は必ず公式ホームページ
にてご確認ください。

開催部門・参加資格・参加料 

部門 参加資格
予選参加料

本選参加料
ピティナ会員・指導者割引 一　般

ジュニア部門 小学 4年生以下 10,500円 11,000円 13,500円

ソナタ単楽章 A部門 中学 3年生以下 13,000円 13,500円 19,500円

ソナタ単楽章 B部門 大学 4年生以下 15,000円 15,500円 23,000円

ソナタ全楽章部門 大学 4年生以下 15,000円 15,500円 29,000円

・ 参加料はすべて税込となります。お申し込みの際はWeb申込システム利用料（330円）が別途必要となります。
・ 今回より予選参加料の割引制度を導入します。割引適用対象者は「ピティナ会員本人／家族（2親等まで）／生徒」となります。
※ただしグランミューズ会員の割引は本人のみ。

・ 割引適用はエントリー時のみとなり、後からの適用は不可となります。
・ ピティナ入会については右のQRコードからご確認ください。
・ 原則、一旦お支払いいただいた参加料の払い戻しはいたしかねますのでご了承ください。
・ 学年制限に下限はありませんので、参加資格を満たしていればどなたでもご参加いただけます。
・ ソナタ全楽章部門の予選で奨励賞を受賞された方は、ソナタ単楽章 B部門にて本選進出となります。
・ ソナタ全楽章部門の本選申込者は、原則マスタークラスをご受講いただきます（本選参加料に含む）。必ずご予定をご確認の上お申し込みください。
※マスタークラスを欠席された場合の返金はございません。

株式会社東音企画

TEL: 050-5445-3701
（平日10:00-17:00 / 土日祝休）

▼予選申込について ▼本選申込・コンクール全体について

公式ホームページはこちら▲

※予選は実地・動画ともに同料金となります。
※部門の併願はできません。

申込方法
《予選》
ピティナ提携コンクールの申込システムを利用しての
お申し込みとなります。右の QR コード （ピティナ提携
コンクールの Web サイト）の「コンクール一覧」から
第7回ソナタコンクールを選択し、お申し込みください。 
※各地区、申込期間にかかわらず、定員になり次第締め
切ります。

《本選》
予選通過者のみ個別に申込方法のご連絡をいたします。予選でご登録いた
だいたメールアドレス宛にご連絡を差し上げますので、ご確認ください。

お問い合わせ

予選

ジュニア 全楽章単楽章A 単楽章B

オンライン
練習室

11/30（水）

オンライン
講座

11/25（金）
〈参加対象〉

・ 全楽章部門
優秀賞受賞者

 （全楽章部門にて
本選進出）
・ 全楽章部門
奨励賞受賞者

 （単楽章B部門にて
本選進出）

マスタークラス
11/23（水・祝）

優秀賞 優秀賞

予選優秀賞予選奨励賞

優秀賞 奨励賞、優秀賞

オンライン
講座

12/2（金）

ジュニア 全楽章単楽章A 単楽章B

本選

今年初開催！
詳細は後日発表

2022年度開催の流れ（予定）

▲提携コンクール
Webサイトはこちら

ピティナ入会案内は
こちらから▶

※ソナタ単楽章 B部門からマスタークラス受講の補欠枠を設ける場合がござい
ます。予選の成績によって受講対象となる場合は、個別にご案内いたします。
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開催日程・会場
【予選】※新型コロナウイルス感染拡大または収束状況により、実地大会や動画大会が中止・変更される場合がございます。必ず公式ホームページにて最新情報をご確認ください。

地区名 日　程 会　場 申込期間　※定員に達し次第締切

東京前期 10月 2日（日） 東音ホール（巣鴨） 6月15日（水）～ 9月2日（金）
大阪 10月 16日（日） フェリーチェホール（池田） 6月15日（水）～ 9月22日（木）
東京後期 11月 6日（日） 東音ホール（巣鴨） 6月15日（水）～10月14日（金）
動画 10月 5日（水）提出締切 動画審査 7月25日（月）～ 9月9日（金）

【オンライン練習室 / オンライン講座】※詳細は公式ホームページにて発表いたします。
講　座 対象部門 日　時 会　場 講　師

オンライン練習室 ジュニア部門 11月30日（水）18:00～19:30 Zoom 東京藝大卒のピアノ講師が担当
オンライン講座 A ソナタ単楽章 A部門 11月25日（金）19:00～ 21:00 Zoom 山田剛史先生

国立音楽大学・東京学芸大学 非常勤講師、ピアニストオンライン講座 B ソナタ単楽章 B部門 12月 2日（金）19:00～ 21:00 Zoom

【マスタークラス】※内容・スケジュール等、詳細は公式ホームページにて発表いたします。
◆日時：11月 23日（水・祝）10:00～18:00頃（予定）会場：東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス
講師名（敬称略） 略　歴 担当講座

関本 昌平 名古屋音楽大学 特任准教授 /菊里高校非常勤講師 /明和高校非常勤講師 基調講演・レッスン

田村 響 京都市立芸術大学 専任講師 /大阪音楽大学 特任講師 /名古屋音楽大学 客員准教授 /名古屋芸術大学 アーティスティックプロフェッサー レッスン

朴 久玲 桐朋学園大学 教授 レッスン

野本 由紀夫 玉川大学 芸術学部教授 アナリーゼ

【本選】 ※部門割は予定です。変更の際は公式ホームページにて発表いたします。
開催日 部　門 会　場

12月17日（土） ジュニア部門・ソナタ単楽章A部門・ソナタ単楽章 B部門
東音ホール（巣鴨）

12月18日（日） ソナタ全楽章部門

褒賞
予選：各部門にて、成績優秀者の中から優秀賞、奨励賞を選出。優秀賞受賞者は本選へ進出となります。 
　　　ソナタ全楽章部門の奨励賞受賞者は、単楽章 B部門にて本選進出となります。
本選：各部門で、金賞 1 名、銀賞 1 名、銅賞 1 名、奨励賞若干名を選出。

【本選の褒賞内容】
・各部門の金賞受賞者には、トロフィーとベーレンライター出版社よりお好きな楽譜 1冊を授与いたします。
・ソナタ単楽章 B部門とソナタ全楽章部門には下記の通り賞金がございます。
 　 ソナタ単楽章 B部門：賞金（金賞：3万円、銀賞：2万円、銅賞：1万円）
 　 ソナタ全楽章部門：賞金（金賞：5万円、銀賞：3万円、銅賞：2万円）
・ソナタ全楽章部門の成績優秀者の本選演奏動画につきまして、ピティナ・ピアノ曲事典 *への掲載を推薦させていただきます。
 なお、推薦者全員の掲載を保証するものではありませんので、ご了承ください。
 *ピティナ・ピアノ曲事典は一般社団法人全日本ピアノ指導者協会が運営する、ネット最大級のピアノ・鍵盤音楽データベースです。

その他
・コンクール、マスタークラスともに写真およびビデオ撮影をさせていただきます。
・ 動画予選の提出動画、弊社にて撮影した写真および動画ともに、権利は株式会社東音企画に帰属いたします。SNSや公式ホームページ、　
パンフレット等に撮影データを予告なく使用させていただく場合がございます。予めご了承ください。

各イベントの詳細はこちら▲

Bärenreiter

Setting the New Standard
The Beethoven Piano Sonatas Beethoven’s

Complete Sonatas for 
Pianoforte I-III

•  A de	 nitive new critical
 performing edition at the 

cutting edge of Beethoven 
scholarship

•  Elegant, reader-friendly layout 
with practical page turns

•  Table of contents with incipits 
as well as running titles 
enable easy location of works

BA 11840

ベートーヴェン ピアノ・ソナタの新スタンダード。
ベーレンライター社による最新版をぜひお試しください。
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課題曲
全部門、8小節以内の繰り返しは自由とし、それ以外の繰り返しは省略する。
予選と本選で同じ作品を演奏しても異なる作品を演奏しても構わない。
※必ず「作曲家」「番号」「調性」「作品番号」を確認の上、お申し込みください。
※課題曲情報は必ず公式ホームページの最新情報をあわせてご確認くださいますようお願いいたします。

◎ジュニア部門（小学 4年生以下）
以下の作品より 1つを選んで演奏すること。

作曲家 番 号 作曲家 番 号

ベートーヴェン

ソナタ第 20番  Op.49-2  第 1楽章
ハイドン

ソナタ第 1番 Hob.XVI:8 第 1楽章
ソナタ第 20番  Op.49-2  第 2楽章 ソナタ第 4番 Hob.XVI:G1 第 1楽章
2つのソナチネ 第 1番（ソナチネ第 5番）ト長調 第 1楽章★ ソナタ第 9番 Hob.XVI:4 第 1楽章
2つのソナチネ 第 1番（ソナチネ第 5番）ト長調 第 2楽章★

クーラウ

ソナチネ Op.55-2 第 1楽章
ソナチネ第 6番 第 2楽章 ロンド ソナチネ Op.55-2 第 3楽章

モーツァルト
ソナタ第 16番（第 15番）K.545 第 1楽章 ソナチネ Op.55-3 第 1楽章
ソナタ第 16番（第 15番）K.545 第 2楽章 ソナチネ Op.55-3 第 2楽章
ソナタ第 16番（第 15番）K.545 第 3楽章

クレメンティ
ソナチネ Op.36-2 第 1楽章
ソナチネ Op.36-2 第 3楽章
ソナチネ Op.36-3 第 1楽章

★「2つのソナチネ　第 1番」は、東音企画発刊楽譜「プレ・ソナチネ」内での曲目表記です。

◎ソナタ単楽章 A部門（中学 3年生以下）
以下のピアノソナタより第 1楽章または終楽章を選んで演奏すること。

作曲家 番 号 調 性 作品番号 作曲家 番 号 調 性 作品番号

ベートーヴェン

第 1番 ヘ短調 Op.2-1

ハイドン

第 32番 ト短調 Hob.XVI:44
第 5番 ハ短調 Op.10-1 第 34番 ニ長調 Hob.XVI:33
第 6番 ヘ長調 Op.10-2 第 35番 変イ長調 Hob.XVI:43
第 9番 ホ長調 Op.14-1 第 37番 ホ長調 Hob.XVI:22
第 10番 ト長調 Op.14-2 第 38番 ヘ長調 Hob.XVI:23
第 25番 ト長調 Op.79 第 39番 ニ長調 Hob.XVI:24

モーツァルト

第 1番 ハ長調 K.279 第 40番 変ホ長調 Hob.XVI:25
第 2番 ヘ長調 K.280 第 42番 ト長調 Hob.XVI:27
第 5番 ト長調 K.283 第 43番 変ホ長調 Hob.XVI:28
第 7番 ハ長調 K.309 第 45番 イ長調 Hob.XVI:30
第 11番 イ長調 K.331 第 46番 ホ長調 Hob.XVI:31

第 47番 ロ短調 Hob.XVI:32
第 50番 ニ長調 Hob.XVI:37
第 52番 ト長調 Hob.XVI:39
第 53番 ホ短調 Hob.XVI:34

◎ソナタ単楽章 B部門・ソナタ全楽章部門（大学 4年生以下）
【予選】 以下のピアノソナタより、任意の１つの楽章を選び演奏すること。
【本選】 ［単楽章 B部門］ 以下のピアノソナタより、任意の１つの楽章を選び演奏すること。
 ［全楽章部門］ 以下のピアノソナタより、１つを選び全楽章を演奏すること。

作曲家 番 号 調 性 作品番号 作曲家 番 号 調 性 作品番号

ハイドン

第 31番 変イ長調 Hob.XVI:46

ベートーヴェン

第 8番 ハ短調 Op.13
第 33番 ハ短調 Hob.XVI:20 第 11番 変ロ長調 Op.22
第 60番 ハ長調 Hob.XVI:50 第 12番 変イ長調 Op.26
第 62番 変ホ長調 Hob.XVI:52 第 13番 ※ 変ホ長調 Op.27-1

モーツァルト

第 3番 変ロ長調 K.281 第 14番 ※ 嬰ハ短調 Op.27-2
第 4番 変ホ長調 K.282 第 15番 ニ長調 Op.28
第 6番 ニ長調 K.284 第 16番 ト長調 Op.31-1
第 8(9)番 ニ長調 K.311 第 17番 ニ短調 Op.31-2
第 9(8)番 イ短調 K.310 第 18番 変ホ長調 Op.31-3
第 10番 ハ長調 K.330 第 21番 ハ長調 Op.53
第 12番 ヘ長調 K.332 第 22番 ヘ長調 Op.54
第 13番 変ロ長調 K.333 第 23番 ヘ短調 Op.57
第 14番 ハ短調 K.457 第 24番 嬰へ長調 Op.78
第 15(18)番 ヘ長調 K.533 第 26番 変ホ長調 Op.81a

第 17(16)番 変ロ長調 K.570 第 27番 ホ短調 Op.90
第 18(17)番 ニ長調 K.576 第 28番 ※ イ長調 Op.101

ベートーヴェン

第 2番 イ長調 Op.2-2 第 30番 ※ ホ長調 Op.109
第 3番 ハ長調 Op.2-3 第 31番 変イ長調 Op.110
第 4番 変ホ長調 Op.7 第 32番 ハ短調 Op.111
第 7番 ニ長調 Op.10-3

※ベートーヴェンの以下の曲については、連続した楽章を 1つとみなして演奏すること
ソナタ第 13番　第 1楽章 &第 2楽章・第 3楽章 &第 4楽章  /  ソナタ第 14番　第 1楽章 &第 2楽章  /  ソナタ第 28番　第 1楽章 &第 2楽章 / 
ソナタ第 30番　第 1楽章 &第 2楽章

公式ホームページはこちら▶




