
第５回日本ミューズ音楽コンクール

日本音楽演奏協会

参加要項

2022年度  



演奏審査 

申込期間 
各開催日の１ヵ月前まで 

（詳細はWebサイトを参照） 

開催日 
８月以降各地にて開催 

（詳細はWebサイトを参照） 

動画審査 
第1期動画審査　 
動画提出日2022年6月1日～7月1日 
（2022年5月2日～7月1日までに撮影されたもの） 
第2期動画審査　 
動画提出日2022年8月10日～9月9日 
（2022年7月11日～9月9日までに撮影されたもの） 
第3期動画審査　 
動画提出日2022年9月19日～10月18日 
（2022年8月20日～10月18日までに撮影されたもの） 
第4期動画審査　 
動画提出日2022年10月24日～11月24日 
（2022年9月24日～11月24日までに撮影されたもの） 
全国大会(動画)　 
動画提出日2023年1月14日～2月14日 
（2022年12月16日～2023年2月14日までに撮影されたもの） 

日本ミューズ音楽コンクール指導者登録フォームよりお申し込みください。

日本ミューズ音楽コンクール 

①指導者登録 
↓ 

②参加申込（参加費納入） 
↓ 

③各会場にて演奏審査 
↓ 

④当日会場にて結果発表 

・携帯メールアドレスの場合、PCメールアドレスをあらかじめ受信可能にしてください。 
・メール本文にURLが含まれるメールを受信拒否する設定になっている場合がありますので、併せてご確認ください。  

※お申し込み後、参加料を7日以内にお振り込みください。  
※演奏審査の申込締切は各会場開催日の1ヶ月前です。   

振込先 郵便局  
口座番号:17200-24678761  

口座名義:ニホンオンガクエンソウキョウカイ  

他金融機関からの振込の場合 
銀行名:ゆうちょ銀行  
金融機関コード:9900  

店番:728  
預金種目:普通預金  

店名:七二八店(読み ナナニハチ店)  

①指導者登録 
↓ 

②参加申込（参加費納入） 
↓ 

③提出期間内に動画提出 
↓ 

④個別に結果を送付 



参加要項 

演奏審査 

■開催部門 
ピアノ（課題曲の部・自由曲の部） 
上位入賞者には全国大会（動画）の参加資格が与えられます。（金賞・銀賞・銅賞・奨励賞の受賞者） 

うた（課題曲の部・自由曲の部・福岡会場にて試験開催） 
※うた部門は試験開催のため全国大会（動画）は開催されません。 

■参加資格 
幼児から大人まで 

■参加方法 
・演奏審査のみ 
・演奏審査と動画審査の両方 
（各１回参加が可能です。） 

■賞・表彰 
・各コース、金賞・銀賞・銅賞、及び、奨励賞の受賞者にはメダル、賞状の表彰があります。 
・敢闘賞の受賞者には賞状の表彰があります。 
・上位入賞者は当コンクールホームページにて発表します。 

■開催場所・開催日 
東京　：8月  9日（火）めぐろパーシモンホール　小ホール(目黒区)　7月10日（日）申込締切 
福岡　：8月14日（日）えーるピア久留米 視聴覚ホール(久留米市)  7月１5日（金）申込締切 
群馬　：8月21日（日）高崎シティギャラリー コアホール（高崎市）7月22日（金）申込締切 
山口　：9月  4日（日）周南市 学び・交流プラザ多目的ホール（周南市）8月5日（金）申込締切 
大分　：9月11日（日）はさま未来館 文化ホール（由布市）8月12日（金）申込締切 
全国大会（動画）　動画提出日2023年1月14日～2月14日（2022年12月16日～2023年2月14日までに
撮影されたもの） 

■審査方法 
・当協会が依頼した審査員２～４名が厳正に審査します。 
（審査員の数は、会場・規模により増減します。） 
・コンクール終了後、入賞者発表と表彰式を行います。 
・審査員による直筆の講評用紙を参加者全員にお渡しします。 

■参加料 
課題曲の部　幼児コース 6000円　小学校コース 7000円　中学校コース以上 8000円 
自由曲の部　幼児コース 7000円　小学校コース 8000円　中学校コース以上 9000円　 
※振込手数料は各自のご負担となります。お申込後はいかなる場合においても参加料の返却は致しません。ご
了承下さい。 

■開催が困難になった場合 

・各会場の情勢により開催が困難となった場合には、会場ごとの動画審査に切り替えます。 

・会場での審査が行えなくなり、動画審査に変更された場合のみキャンセルも可能です。 (Webでの中止発表
後、動画審査を希望しない場合、指定の期日までにキャンセルの申請をしてください。参加料より手数料1000
円を差し引いた残りの金額を返金いたします。) 



動画審査 

■開催部門 
ピアノ（課題曲の部・自由曲の部） 
上位入賞者には全国大会（動画）の参加資格が与えられます。（金賞・銀賞・銅賞の受賞者） 

うた（課題曲の部・自由曲の部・試験開催） 
※うた部門は試験開催のため全国大会（動画）は開催されません。 

■参加資格 
幼児から大人まで 

■参加方法 
・動画審査のみ 
・演奏審査と動画審査の両方 
（各１回参加が可能です。） 

■賞・表彰 
・各コース、金賞・銀賞・銅賞、及び、奨励賞の受賞者にはメダル、賞状の表彰があります。 
・敢闘賞の受賞者には賞状の表彰があります。 
・上位入賞者は当コンクールホームページにて発表します。 

■開催日 
動画は以下の期間に撮影されたものに限ります。 
第1期審査　動画提出日2022年6月1日～7月1日（2022年5月2日～7月1日までに撮影されたもの） 
第2期審査　動画提出日2022年8月10日～9月9日（2022年7月11日～9月9日までに撮影されたもの） 
第3期審査　動画提出日2022年9月19日～10月18日（2022年8月20日～10月18日までに撮影されたもの） 
第4期審査　動画提出日2022年10月24日～11月24日（2022年9月24日～11月24日までに撮影されたもの） 

■審査方法 
・当協会が依頼した審査員２名が厳正に審査します。 
（審査員の数は、会場・規模により増減します。） 
・審査員による直筆の講評用紙を参加者全員にお渡しします。 

■参加料 
課題曲の部　幼児コース 5000円　小学校コース 6000円　中学校コース以上 7000円 
自由曲の部　幼児コース 6000円　小学校コース 7000円　中学校コース以上 8000円　 
※振込手数料は各自のご負担となります。お申込後はいかなる場合においても参加料の返却は致しません。ご
了承下さい。 

■動画について(詳細はWebサイト参照)  
・暗譜を推奨しますが、楽譜を見ても審査に影響はありません。  
・未編集のものに限ります。編集したものについては失格とします。  
・横から演奏者の全身が映るように撮影してください。画角を調整してください。  
・動画撮影・送信方法の詳細につきましてはWebサイトをご覧ください。  
・再生不可の場合は再提出をお願いする場合があります。  



全国大会（動画） 

■開催部門 
ピアノ（課題曲の部・自由曲の部） 
※うた部門は試験開催のため全国大会（動画）は開催されません。 

■参加資格 
演奏審査・動画審査の上位入賞者 
（演奏審査＜金賞・銀賞・銅賞・奨励賞＞、動画審査＜金賞・銀賞・銅賞＞の受賞者） 
※参加資格を得た方は、課題曲の部・自由曲の部どちらでもお申し込み可能です。 

■賞・表彰 
・各コース、金賞・銀賞・銅賞、及び、奨励賞の受賞者には盾、賞状の表彰があります。 
・敢闘賞の受賞者には賞状の表彰があります。 
・上位入賞者は当コンクールホームページにて発表します。 

■開催日 
動画提出日2023年1月14日～2月14日 
（2022年12月16日～2023年2月14日までに撮影されたもの）　 

■審査方法 
・当協会が依頼した審査員３名が厳正に審査します。 
（審査員の数は、規模により増減します。） 
・審査員による直筆の講評用紙を参加者全員にお渡しします。 

■参加料 
課題曲の部　幼児コース 6000円　小学校コース 7000円　中学校コース以上 8000円 
自由曲の部　幼児コース 7000円　小学校コース 8000円　中学校コース以上 9000円　 
※振込手数料は各自のご負担となります。お申込後はいかなる場合においても参加料の返却は致しません。ご
了承下さい。 

■動画について(詳細はWebサイト参照)  
・演奏は暗譜とします。 
・未編集のものに限ります。編集したものについては失格とします。  
・横から演奏者の全身が映るように撮影してください。画角を調整してください。  
・動画撮影・送信方法の詳細につきましてはWebサイトをご覧ください。  
・再生不可の場合は再提出をお願いする場合があります。  



お申し込み方法 

指導者登録 
・メールアドレス認証を行ってから登録となります。 
・必ず<info@jmuse.net>からのメールが受信できるよう受信設定をご確認ください。 
・受信できない場合は認証が完了しませんので、設定を見直すか、他のPCメールアドレスにてやり直してください。 
・指導者の先生（指導者がいない場合はご本人）にて登録を行って頂きます。 
・指導者登録ページより、必要事項を記入の上登録を完了してください。 

参加申込 
・メールアドレス認証後に届くメールに記載されているURLから参加申し込みを行ってください。 
・メールアドレス欄には、必ず認証に使用したアドレスを記入してください。他のメールアドレスをご記入されます
と、登録が完了せずお知らせ等が届かなくなりますのでご注意ください。 
・受信できない場合は認証が完了しませんので、設定を見直すか、他のPCメールアドレスにてやり直してください。 
・お申し込みは１人ずつ・審査部門ごとにお申し込みください。 
（演奏審査・動画審査の両方に参加される場合、参加申し込みは２回行ってください。） 
・参加申込ページより、必要事項の上登録を完了してください。 

参加費納入 
・参加費の納入は参加申し込み後、必ず１週間以内に行ってください。 
（お申し込みされる生徒さん全員の参加費合計額を指導者名でお振り込みください。） 
・申し込み期間終了間際のお申し込みの場合、必ず申し込み期間終了まで参加費の納入を行ってください。参加費
の納入が確認できない場合、参加できませんのでご注意ください。 
・振込手数料は各自の負担となります。 
・お申し込み後はいかなる場合においても参加料の返却は致しませんのでご了承ください。 

申込完了 
・申込完了後、指導者の先生にメールにて詳細Webページ（URL）をお知らせします。 
・URLは参加される生徒さん全員に必ずお知らせください。 
・参加に必要な書類は、URLよりダウンロード・印刷・記入の上当日お持ちください。 
・社会情勢等により、会場・日程の変更、もしくは中止となった場合もURLにてお知らせいたしますので、定期的
に参照頂きますようお願い申し上げます。 



コース 曲名 作曲者 出版社 曲集・備考

幼児　Aコース おおきなたいこ 轟千尋 全音 きらきらピアノ こどものピアノ名曲
集1

幼児　Bコース スクエア・ダンス ギロック 全音 はじめてのギロック

幼児　Cコース こうもりが住むお城 轟千尋 学研 はじめてのテクニック ピアノのほん
レパートリー3

小学校Ⅰ・２年　Aコース びっくりシンフォニー ハイドン 全音 きらきらピアノ こどものピアノ名曲
集1

小学校Ⅰ・２年　Bコース 日曜日のお散歩 オースティン 全音 ギロック＆グレンダ魔法のピアノ７
つの白い鍵盤から

小学校Ⅰ・２年　Cコース げんきなこども 中田喜直 音友 こどものピアノ曲

小学校３・４年　Aコース マリオネットの葬送行進曲 グノー 全音 きらきらピアノ　こどものピアノ名曲
集2

小学校３・４年　Bコース 五月の風 平吉毅州 カワイ 虹のリズム

小学校３・４年　Cコース 祭り ギロック 全音 ギロックこどものためのアルバム

小学校５・６年　Aコース トッカティーナ Op.27-12 カバレフスキー 全音 カバレフスキーこどものためのピア
ノ小曲集

小学校５・６年　Bコース トロイメライ Op.210-32 グルリット 全音 グルリットこども音楽会

小学校５・６年　Cコース ワルツ Op.39-8 チャイコフスキー 全音 チャイコフスキーこどものためのア
ルバム

中学校　Aコース ダイアナの泉 ギロック 全音 ギロック叙情小曲集

中学校　Bコース 無言歌集より Op.19-4 信頼 メンデルスルゾーン 各社

中学校　Cコース 山の小人のセレナーデ Op.15 Nr.1 カスキ 全音 カスキピアノ小品集

高校　Aコース ワルツ 第14番ホ短調 遺作 ショパン 各社

高校　Bコース フランス組曲第4番 アルマンド
BWV815 バッハ 各社

高校　Cコース 2つのチャルダーシュより 第1番 
チャルダーシュ S.225 R.45 No.1 リスト 各社

大学以上  Aコース 抒情小品集第1集 Op.12-1 アリエッタ グリーグ 各社

大学以上  Bコース メヌエット M.42 嬰ハ短調 ラヴェル 各社

大学以上  Cコース 休暇の日々から第2集 第3曲 二人の騎兵 セヴラック 各社

■ピアノ部門　 
課題曲の部（繰り返し記号等の演奏は備考欄に指定のある場合のみ行ってください。指定がない場合は演奏しません。）

自由曲の部 
幼児コース、小学校１・２年コース　　 3分以内                     中学校コース　　　　　　　　　　６分以内 
小学校３・４年コース　　　　　　　　４分以内　　　　　　　高校コース、大学生以上コース      ７分以内　　　　　　　　 
小学校５・６年コース                        ５分以内　 

・制限時間内の曲目を１曲演奏。 
・楽章の指定、組曲からの抜粋、変奏曲等の省略等は可。申し込み時に演奏する楽章や番号を必ず詳しく明記してください。 
・選考時間を超過したり、提出曲と異なる曲を演奏した場合は失格となります。 
・審査委員長の判断で演奏をカットする場合がありますが、審査に影響はありません。 
・規定時間を超えた場合は演奏をカットします。　　　　　 
※自由曲の部、課題曲の部共に、段階調節のみの簡易足台は当コンクールスタッフが設置・調節させていただきます。それ以外の
足台・補助ペダルをご使用の場合は、各自ご用意いただき保護者または先生にて設置をお願い致します。 

※曲集・出版社名が記載されているものに関しては楽譜指定とします。



コース 曲名 作詞・作曲者 備考

幼児　Aコース どんぐりころころ 青木存義・梁田貞 ２番まで

幼児　Bコース 犬のおまわりさん 佐藤義美・大中恩 １番のみ

小学校低学年　Aコース こぎつね 勝承夫・ドイツ民謡 ２番まで

小学校低学年　Bコース 世界中の子どもたちが 新沢としひこ・中川ひろたか １番のみ（繰返しあり）

小学校高学年　Aコース  紅葉 高野辰之・岡野貞一 ２番まで

小学校高学年　Bコース ビリーブ（Believe） 杉本竜一 １番のみ

中学校　Aコース  翼をください 山上路夫・村井邦彦 １番のみ

中学校　Bコース  花 武島羽衣・滝廉太郎 ３番まで

高校・大学生以上コース 小さな空 武満徹 ２番まで

■うた部門(試験開催）　 
課題曲の部（繰り返し記号等の演奏は備考欄に指定のある場合のみ行ってください。指定がない場合は演奏しません。）

自由曲の部 
幼児コース、小学校低学年コース　　    2分以内                     中学校コース　　　　　　　　　　4分以内 
小学校高学年コース　　　　　　　　　３分以内　　　　　　   高校・大学生以上コース      　　　5分以内　　　　　　　　 

・制限時間内の曲目を１曲演奏。（時間短縮のための伴奏の編曲、前奏や後奏省略などは可） 
・ジャンルは問いませんが、楽譜が出版されている楽曲から選曲してください。 
・選考時間を超過したり、提出曲と異なる曲を演奏した場合は失格となります。 
・楽譜はPDF、または音符が判別できる程度の画像（JPEG等）をメールに添付の上＜info@jmuse.net＞まで提出してくださ
い。提出の際には、参加コース・氏名を併せて明記して下さい。 
※課題曲の部、自由曲の部ともに、伴奏はピアノとし、伴奏者は参加者が準備するものとします。また楽譜の指定はありませ
ん。調性については自由です。合唱用楽譜を使用の場合は通して主旋律を歌う事とします。 

　 



■全国大会 ピアノ部門(動画) 
課題曲の部（繰り返し記号等の演奏は備考欄に指定のある場合のみ行ってください。指定がない場合は演奏しません。）

コース 曲名 作曲者 出版社 曲集・備考

幼児　 むらまつり グルリット ヤマハ ちいさな手のピアニスト２ 
※指定記号遵守

小学校Ⅰ・２年 だって、わたしはパンケーキのほうがすき 春畑セロリ カワイ ひなげし通りのピム

小学校３・４年 子供のダンス マイカパル 全音 マイカパルピアノ小品集

小学校５・６年 無言歌集より ヴェニスの舟歌 Op.30-6 メンデルスゾーン 各社 Op.19-6ではありません。

中学校 抒情小品集第２集 Op.38-7ワルツ グリーグ 各社

高校 前奏曲第24番 Op. 28-24 ショパン 各社

大学以上 15の即興曲より第12番 
「シューベルトを讃えて」 プーランク 各社

自由曲の部 
幼児コース、小学校１・２年コース　　 3分以内                     中学校コース　　　　　　　　　　６分以内 
小学校３・４年コース　　　　　　　　４分以内　　　　　　　高校コース、大学以上コース      ７分以内　　　　　　　　 
小学校５・６年コース                        ５分以内　 

・制限時間内の曲目を１曲演奏。 
・楽章の指定、組曲からの抜粋、変奏曲等の省略等は可。申し込み時に演奏する楽章や番号を必ず詳しく明記してください。 
・選考時間を超過したり、提出曲と異なる曲を演奏した場合は失格となります。 
・規定時間を超えた場合は演奏をカットします。　　　　　 

※曲集・出版社名が記載されているものに関しては楽譜指定とします。

  

　 

日本ミューズ音楽コンクール事務局（日本音楽演奏協会） 
〒105-0013　東京都港区浜松町２丁目２番１５号　浜松町ダイヤビル２Ｆ  

TEL : 03-6721-7284 
E-mail : jmpa@info.email.ne.jp　　　　



