
参 加 要 項

第3回

主催：石川県ピアノ協会
共催：（公財）石川県音楽文化振興事業団
　　  (一財)石川県芸術文化協会
主管：いしかわ国際ピアノコンクール実行委員会

協力：(株)開進堂楽器  楽器センター金沢
　　  (株)河合楽器製作所金沢店
　　  くらしき作陽大学
　　  ユーラシア交流支援センター

後援：石川県・金沢市
 　　 （公財）金沢芸術創造財団
 　　 （公財）日本ピアノ教育連盟
 　　 （一社）全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
 　　 北國新聞社
 　　 金沢百万石ロータリークラブ

助成：公益財団法人澁谷学術文化スポーツ振興財団
特別協賛：イセ文化基金・三谷産業株式会社・株式会社PFU



2015年 8月28日（金）  大学・一般部門　第二次審査予備日
2015年 8月29日（土）  第二次審査
2015年 8月30日（日）  最終審査
2015年 8月31日（月）  マスタークラス（コンクール参加者より受講者選抜）

石川県立音楽堂 コンサートホール
（マスタークラス：石川県立音楽堂交流ホール）

2015年 4月20日（月）～5月11日（月）  当日消印有効

居住地、国籍を問わない

木村かをり （ピアニスト）審査委員長
イリーナ・プロトニコワ　Irina Plotnikova（ピアニスト・モスクワ音楽院教授）
マインハルト・プリンツ  Meinhard Prinz(ピアニスト・オーストリア国立ウィーンアカデミー教授)
金  英淑  Young-sook Kim（ピアニスト・嘉泉大学校教授）
上野　真 （ピアニスト・京都市立芸術大学准教授）
宮谷理香 （ピアニスト・桐朋学園芸術短期大学非常勤講師）
渡邉康雄 （ピアニスト・指揮者・くらしき作陽大学院教授・桐朋学園大学講師）

金賞（各部門）　金メダル・賞状　　賞金 30万円（大学・一般部門）
　　　　　　　　　　　　　　    マスタークラス無料受講権（高等学校部門、中学校部門）　　　　　
銀賞（各部門）　銀メダル・賞状　　賞金 10万円（大学・一般部門）
銅賞（各部門）　銅メダル・賞状　　賞金   5万円（大学・一般部門）
優良賞（各部門）　　　　 賞状
審査員特別賞　　　　　  　　  　トロフィー・賞状
金沢百万石ロータリークラブ賞　　トロフィー・賞状　
邦人作品演奏賞　　　　　　　 　トロフィー
聴衆賞　　　　　　　 　　　   　トロフィー

受講希望者の中から、最終審査後 受講者を決定する。
講師：イリーナ・プロトニコワ　Irina Plotnikova（ピアニスト・モスクワ音楽院教授）
受講料：50分 30,000円 ／ 聴講料：各部 2,000円

参加者には、審査員直筆の講評を交付する。
高校生部門・大学・一般部門、デュオ部門（連弾Ｂ・2台ピアノ）の最終審査の講評においては、審査員との談
話の時間を設ける。
金賞・銀賞・銅賞受賞者による「入賞者コンサート」を、2016年春に開催する。
また、上位入賞者は、（公財)石川県音楽文化振興事業団主催の各種コンサート、(一財)石川県芸術文化協
会主催の赤羽ホールでのコンサートや石川県ピアノ協会主催の各種コンサート等に推薦する。

開 催 日 程

会　　　場

特　　　典

マスタークラス

表　　　彰
特 別 賞

参 加 資 格

審 査 員
(順不同・敬称略) 

申 込 期 間

●趣旨
本コンクールは、小学生から社会人を対象に、ピアノを通して演奏するよろこびを体感し、広く音楽を愛する
柔軟な感性・心豊かな人間性を育むことを目的とします。感動を伝える豊かな表現力・音楽性・演奏技能を
高めることで、個々の可能性を引き出し、将来国際的に活躍できる演奏家としてはばたけるようその学習機
会を提供し、音楽文化の発展、向上に寄与することを目的とします。石川県ピアノ協会設立40周年を記念し
て2011年より2年毎に開催します。

●特色
バロック作品やエチュードを課題とすることで、ピアノを演奏する上での大切な基礎をしっかり学ぶことがで
きます。最終審査での任意の曲では、テクニックばかりではなく、アーティスティックな感動を伝える演奏、歌
心あふれる感性や柔軟な音楽性の表現、そして、その曲の理解度や完成度を審査の観点とします。任意の曲
は、それぞれの進度に合った選曲で臨み、聴衆に感動をとどける演奏を目指しましょう。演奏する任意の曲に
ついて、どのように音楽を感じているか、自分の「想い」を演奏前に１分間スピーチをして頂きます。



第一次審査 ： ＣＤ・ＤＶＤに録音・録画した任意の曲での審査（第二次審査・最終審査との重
複不可）審査対象の演奏のみ録音されたもの。 頭出しから演奏音源とする。
  第一次審査免除対象　第1回、第2回いしかわ国際ピアノコンクール入賞者
　　　　　　　　　　  （金賞、銀賞、銅賞、優良賞）
第ニ次審査 ： 課題曲を演奏
最 終 審 査 ： 任意の曲を演奏(第二次審査との重複不可)　

 

◎所定の申込用紙に必要事項を記入の上、返信用封筒(長形3号サイズ)に宛名を記入し、82
　円切手を貼り、録音したCDもしくはDVD（名前、曲目を明記）を同封して郵送する。予選免除
　者については、第二次審査参加料を振り込み、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、返信
　用封筒(長形3号サイズ)に宛名を記入し、82円切手を貼り、同期間内に郵送する。
◎申し込み時に最終審査曲目まで記入する。
◎参加料は郵便振替にて納入し、その受領証（明細票）のコピーを申込用紙の裏に添付する。
◎参加料の振り込みは必ず参加者本人の名前とする。
◎2つの部門に参加の場合は別封筒にて申し込む。
◎一旦納入された参加料はいかなる理由があっても返金しない。 
◎CD・DVDの録音物は返却しない。また、審査目的以外では一切使用しない。
◎第一次審査の合格通知は6月中旬に郵送にて通知する。

ゆうちょ銀行／記号 13120／番号 13163941
いしかわ国際ピアノコンクール実行委員会　
他金融機関からの振込の場合は、次の内容をご指定下さい。
店名　318（サンイチハチ）／普通預金　口座番号　1316394（7ケタ）                

いしかわ国際ピアノコンクール実行委員会事務局
〒921-8133　金沢市四十万町北イ37番地　寺松方　
TEL & FAX 076-296-2494 (寺松)　　
Mail：ishikawa-ipc@space.ocn.ne.jp

※石川県ピアノ協会のホームページから［参加要項＆申込用紙］ダウンロード可。
http://piano-ishikawa.jp

実 施 方 法

参加手続き

振　込　先

実 施 部 門
参　加　費

部　　門　　　 　　　　 第一次審査　　　　 第二次審査　　　　      最終審査  

 10,000円

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

20,000円

24,000円

12,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

20,000円

22,000円

26,000円

小学１年～３年生部門　
（2006.4.2～2009.4.1生）

小学４年～６年生部門
（2003.4.2～2006.4.1生）

中学生部門
(2000.4.2～2003.4.1生)

高校生部門
(1997.4.2～2000.4.1生)

大学・一般部門
（～1997.4.1生）

連弾Ａ部門
（二人とも2000.4.2～2009.4.1生）

連弾Ｂ部門
（年齢制限なし）

2台ピアノ部門
（年齢制限なし）

全部門
5,000円

※最終審査参加料は最終審査当日にお支払いください

お申込み先
お問い合せ



①バロック　　 「アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集」 （ヘンレ版指定）
②エチュード　 ツェルニー ： 「リトルピアニスト」 Op.823  

①バロック       J.S.バッハ ： インヴェンション  BWV772～786
　　　　　　　J.S.バッハ ： シンフォニア  BWV787～801
②エチュード    ツェルニー : 30番練習曲・40番練習曲
　　　　　　　クラマー＝ビューロー : 60の練習曲

①バロック       J.S.バッハ ： シンフォニア  BWV787～801
　　　　　　　J.S.バッハ ： 平均律第　巻・第　巻　フーガのみ
②エチュード    ツェルニー : 40番練習曲・50番練習曲
　　　　　　　モシュコフスキー：15の練習曲 Op.72      
　　　　　　　ショパン：12の練習曲 Op.12・Op.25

①バロック　　 J.S.バッハ：平均律第  巻・第  巻より　プレリュード および フーガ
②エチュード　 ショパン／リスト／ドビュッシー／スクリャービン／ラフマニノフ／リゲティ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（①②合わせて8分以内とする） 
  

①バロック　　 J.S.バッハ：平均律第  巻・第  巻より　プレリュード および フーガ
②エチュード　 ショパン／リスト／ドビュッシー／スクリャービン／ラフマニノフ／リゲティ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（①②合わせて10分以内とする）

◯ディアベリ　 子供のたのしみ ６つのソナチネ　Op.163より １曲　全楽章
◯ディアベリ　 旋律的小品　Op.149より 2曲　　　　

◯モーツァルト：ソナタ K.358　全楽章　　◯モーツァルト：ソナタ K.381　全楽章
◯モーツァルト：ソナタ K.19　全楽章　　  ◯モーツァルト：ソナタ K.501　第1楽章　　　
　

◯モーツァルト：2台のピアノソナタ K.448　第1楽章
◯モーツァルト：2台のピアノソナタ K.448　第3楽章　

　　

部 門

小学校低学年
部 門

小学校高学年
部 門

中学校部門

高等学校部門

大学・一般
部 門

連弾A部門

連弾B部門

２台ピアノ部門

６分以内の任意の曲

4分以内の任意の曲

4分以内の任意の曲

8分以内の任意の曲

8分以内の任意の曲

10分以内の任意の曲

13分以内の任意の曲

①15分以内の任意の曲
②北爪道夫作曲
   「兼六園の四季」より 
    任意の一曲　　
（① ②を演奏すること）

第二次審査 最終審査

◎　すべての審査において、演奏順は自由とする。
◎　申し込み後の曲目変更は認めない。
◎　任意の曲はオリジナル作品に限る。 簡易的な編曲は認めない。
◎　楽譜の出版社は問わない。（小学校低学年部門バロック作品のみ指定）
◎　課題曲は繰り返ししない。 任意の曲については自由とする。
◎　審査のために楽譜を提出の場合もある。
◎　時間の都合等によりやむを得ず演奏をカットすることがあるが、審査には一切影響しない。
◎　第二次審査・最終審査でのプログラム順は、主催者の厳正な抽選にて決定する。
◎　デュオ部門の暗譜は、自由とする。 譜めくりが必要な場合は各自で手配する。
◎　2台ピアノの配置は並列・対面を選択のこと。
◎　審査前に短い練習時間を設ける。

諸 注 意 

課　題　曲

《第二次審査》 ソロ部門は下記の①②よりそれぞれ任意の1曲を選び、2曲続けて演奏する
　　　　　　　  デュオ部門は下記の◯◯（連弾B部門は◯～◯）よりいずれかを選び演奏するa ab d

a

b

b

d

b

a
c

a

noripy
タイプライターテキスト
⇒Op.10・Op.25

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト
モーツァルト：アンダンテと５つの変奏曲 K.501

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト
――――――――――――――――

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト

noripy
タイプライターテキスト
―――――――
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