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ソナタコンクール

実施報告書
この度、第 5回ソナタコンクールを無事に開催することが出来ました。

新型コロナウイルスの影響がある中、ご参加いただいた皆さま、関係者の皆さまには
多大なるご協力をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。
ここに実施報告をさせていただきます。ぜひご覧くださいませ。
第 6回ソナタコンクールにつきましても開催が決定いたしました。

詳細は公式ホームページにて発表いたします。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

www.sonata-concours.com
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開催日程

部門ごと参加者数

参加者総数

課題曲選択率
【A部門 / B部門】

予選参加者数 通過者数 本選参加者数

179 76 68

部門 予選参加者数 通過者数 本選参加者数

ジュニア 52 26 22

A単楽章 23 12 9

A全楽章 3 2 2

B単楽章 39 16 15

B全楽章 62 20 20

ハイドン／ソナタ　第 42番　ト長調　Hob.XVI:27 1

ハイドン／ソナタ　第 59番　変ホ長調　Hob.XVI:49 1

モーツァルト／ソナタ　第 8番　イ短調　K.310 1

モーツァルト／ソナタ　第 9 (8)番　ニ長調　K.311 1

モーツァルト／ソナタ　第 10番　ハ長調　K.330 1

モーツァルト／ソナタ　第 11番　イ長調　K.331 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 1番　ヘ短調　Op.2-1 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 6番　ヘ長調　Op.10-2 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 9番　ホ長調　Op.14-1 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 10番　ト長調　Op.14-2 1

ハイドン／ソナタ　第 62番　変ホ長調　Hob.XVI:52 1 1

モーツァルト／ソナタ　第 13番　変ロ長調　K.333 1

モーツァルト／ソナタ　第 18 (17)番　ニ長調　K.576 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 3番　ハ長調　Op.2-3 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 7番　ニ長調　Op.10-3 4

ベートーヴェン／ソナタ　第 11番　変ロ長調　Op.22 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 13番　変ホ長調　Op.27-1 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 15番「田園」ニ長調　Op.28 1 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 16番　ト長調　Op.31-1 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 17番「テンペスト」二短調　Op.31-2 3

ベートーヴェン／ソナタ　第 18番　変ホ長調　Op.31-3 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 21番「ワルトシュタイン」ハ長調　Op.53 2 3

ベートーヴェン／ソナタ　第 23番「熱情」ヘ短調　Op.57 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 26番「告別」変ホ長調　Op.81a 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 27番　ホ短調　Op.90 1 2

ベートーヴェン／ソナタ　第 28番　イ長調　Op.101 1

ベートーヴェン／ソナタ　第 30番　ホ長調　Op.109 1

■ A単楽章　■ A全楽章　■ B単楽章　■ B全楽章

予選（動画審査）
申込期間：7/1～ 9/30

動画提出期間：9/15～10/15
予選通過者発表：11/8まで

マスタークラス
（ソナタB部門全楽章コース本選選出者は必ず受講）

11/29  東音ホール

本選  東音ホール
ソナタB部門全楽章コース ........................................12/19
ジュニア・ソナタA部門・ソナタB部門単楽章コース .....12/20
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◆ソナタという旅～楽器と時代を飛び越えて～
講師：小田 裕之先生
ソナタ、それは旅だ！
ソナタを弾く上でキーワードになる
「旅行感」という斬新な切り口でのレク
チャーとなりました。

◆ベートーヴェンの中期ソナタに挑む
～作品 31 を中心に、ワルトシュタイン・熱情へ～
講師：小鍛冶 邦隆先生
中期ソナタOp.31（第 16-18番）の「ソナタ形式」に着目。
3つの作品を解説しながら、どのように
「ワルトシュタイン」「熱情」など個性
的な形式へ移ろっていったか、作曲家・
音楽学者ならではのレクチャーでした。

マスタークラス
今年も一流の大学教授、ピアニストの先生方を講師にお迎えし、少数精鋭の講座を展開いたしました。
B部門全楽章コースの本選進出者が、2つの講義と公開レッスンを受講。
演奏を競い合うだけでなく、「知る」「聴く」という活動や参加者同士の交流から生まれるアカデミックな学びを育みました。 
例年は一般の方の聴講が可能ですが、2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、一般聴講希望者はオンライン
聴講のみとし、初のライブ配信を試みました。
配信された 2つの講義と小田裕之先生による公開レッスンは、ピティナ eラーニングでも公開しております。

審査員  ※敬称略
◆予選 (動画審査 )： 秋場 敬浩／入川 舜／岡田 将／岡原 慎也／後藤 正孝／坂本 彩／佐藤 彦大／砂原 悟／高木 早苗／根津 栄子／
  本多昌子／松本 総一郎
◆本選： 〈1日目〉 杉本 安子 (審査員長 )／小倉 貴久子／鈴木 謙一郎／本山 乃弘／山田 剛史
 〈2日目〉 岡本 美智子 (審査員長 )／加藤 真一郎／鈴木 謙一郎／鐵 百合奈／山田 剛史

【開催スケジュール】 【講師】
小鍛冶 邦隆先生（東京藝術大学作曲科教授）
小田 裕之先生（桐朋学園大学講師）
斎藤 龍先生（沖縄県立芸術大学講師）

【2つの講義テーマ】

【ジュニア部門】
ハイドン／ソナタ 第 4番ト長調 Hob.XVI:G1 1

ハイドン／ソナタ 第 9番ニ長調 Hob.XVI:4 4

ハイドン／ソナタ 第 10番ハ長調 Hob.XVI:1　　 1

モーツァルト／ソナタ 第 16番K.545 5

ベートーヴェン／ソナタ Op.49-1 1

ベートーヴェン／ソナタ Op.49-2 1

ディアベリ／ソナチネ Op.151-1 2

クーラウ／ソナチネ Op.20-1 1

クーラウ／ソナチネ Op.20-3 1

クレメンティ／ソナチネ Op.36-3 3

クレメンティ／ソナチネ Op.36-4 1

クーラウ／ソナチネ Op.55-6 1

2020 年度  ソナタコンクール マスタークラス時間割
2020/11/29　於：東音ホール・会議室

東音ホール サロン

講師：小田 裕之先生 講師：小鍛冶 邦隆先生

ピアノ：スタインウェイ・KAWAI ピアノ：YAMAHA C7

受付・ZOOM入室  9:50-10:00

グループビルディング　10:00-10:10

オープニングセミナー（講師：小田 裕之先生）10:10-11:00

アカデミックレクチャー（講師：小鍛冶 邦隆先生）11:15-12:15

昼食休憩 12:15-13:15

レッスン
3名 1グループ

13:15-14:30

レッスン
3名 1グループ

13:15-14:30

休み時間

レッスン
3名 1グループ

14:45-16:00

レッスン
3名 1グループ

14:45-16:00

休み時間

レッスン
3名 1グループ

16:15-17:30

レッスン
3名 1グループ

16:15-17:30
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♬第 5回金賞  
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これまでの受賞者  インタビュー

　ピアノを 4 歳頃から始め、
藝高を目指すようになったタイミ
ングが中学 3 年生の頃でした。
藝高の受験課題にベートーヴェンの
ソナタが入っていたこともあり、2017年
に初めてソナタコンクールに参加しました。

　今回は大学受験に合わせ、2020 年になってすぐソナタコ
ンクールへの参加を意識していました。ベートーヴェンのソ
ナタの中でもとりわけ異彩を放っていた第 16 番を選曲し、
予選の動画審査では、30 回ほど撮り直して提出にこぎつけ
ました。（笑）
　無事に通過し参加させていただいたマスタークラスは、小
田裕之先生の「ソナタは旅だ」というお言葉が印象的で、コ
ロコロと移り変わる様子を表現したいと改めて意識するきっ
かけとなりました。斎藤龍先生による個別レッスンも、これ
まで注意していなかった点をご指摘いただき、違う観点で曲
を見ることができるようになり、とても有意義な時間でした。
　本選では成長出来たら良いなと思っていましたが、爆発し
てしまいました。結果発表では本当に驚いて、しばらく実感
が湧きませんでした。
　これからも音楽に理解を深め、他のコンクールなどに挑戦
しつつ、将来的には指導者になりたいと思っています。

＜ソナタコンクール事務局より＞
その後、無事に藝大に合格したとうれしいニュースが舞い込
んできました。塩飽さん、おめでとうございます！
様々なコンクールに挑戦したいとお話してくださった塩飽さん。
これからの更なるご活躍を、事務局一同、応援しております。

　藝高受験を決め、受験課題にもなっ
ているベートーヴェンに苦手意識を
持っていた時、先生に勧められ初めて
ソナタコンクールに参加しました。2019 年
も大学受験を見据えソナタコンクールへの
参加を決めました。
　苦手意識が完全になくなったわけではないものの、ベートー
ヴェンの魅力に気づき、その素敵な音楽の世界へどこまで入っ
ていけるか楽しみでもありました。そこで受験という場では
ありましたが、いつか挑戦したいと思っていた偉大な作品、
第 31 番の選択を決意しました。
　当時の精神年齢や成熟度で第 31 番を演奏することに、不安
もありました。そんな中、予選を通過し参加させていただい
たマスタークラスでは、充実した学びを得ることができまし
た。個別レッスンでは白石光隆先生に、フーガの歌詞を歌い
ながらなど全身を使ってレッスンしていただき、別の視点を
持てるようになりました。座学でも知識や考え方など、今で
もメモを見返すほど大きな収穫がありました。
　本選では銀賞でしたが、何より審査員の先生方からの講評で
いただいたお言葉の数々が、今回の選曲に背中を押していただ
いたようで、自信にも繋がりました。
　これからもベートーヴェンやロシア音楽など視野を拡げつ
つ、元々好きなショパンを追求したり、フランス音楽にも良
い影響が出るよう、勉強を続けていきたいです。

＜ソナタコンクール事務局より＞
その後、藝大合格、ピティナ・ピアノコンペティション特級
入選、そして日本音楽コンクール第 1 位など素晴らしい活躍
をされている山縣さん。更なる飛躍を、事務局一同、応援し
ております。

ソナタコンクール第 5回金賞受賞の塩飽桃加さん、第 4回銀賞受賞の山縣美季さんにインタビューを行いました！
お 2人とも、高校受験、そして大学受験の際にソナタコンクールにご参加いただいたという共通点もあります。
ぜひご覧ください。

♬第４回銀賞  
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【2020年度マスタークラス 個別レッスンの様子】

©井村重人


