
　          ◇課題曲一覧

　          ◇申込書

　          ◇会場アクセス／申込会場

　♬ ご希望に合わせて以下のページをダウンロードしてください

　　　　　夢への第一歩を踏み出そう！

　第1回

　　和幸プレ・ピアノコンクール

≪参加要項≫

主催　：　和幸楽器　／　和幸音楽院

１ｓｔ　 Wako Pre Piano Concours

　          ◇コンテンツページ



　♬ 和幸プレ・ピアノコンクールとは

　　　　　　ピアノへの学習意欲を高めてもらうための、コンクールの要素を含んだピアノ演奏ステージです。

　　     ファーストステージ…予選という意味ではありません。人前での演奏経験の場、当日審査員による

　　　　　　　　　　　　　　      　課題曲アドヴァイスコンサートを実施、ファイナルステージで弾くための優しい

　　　　　　　　　　　　　　　      レクチャーが受けられます。ただし、ファイナルステージで演奏するための

　　　　　　ピアノ学習者が、当コンクールに参加することにより、今まで以上にピアノの面白さに気づき、より本格的に

　　　　　　　　　　　　　　　      合否採点を審査し、合格者には当日合格証をお渡し致します。

　      ファイナルステージ… 大きなホールで大きなピアノで沢山の人の前で演奏する経験の場です。

　　　　　　　　　　　　　　       　各カテゴリーごとに上位入賞者には褒賞が与えられます。

◇参加部門／会場／参加費

部門名 　対象年齢（学年） 1stステージ熊谷 １ｓｔステージ大宮 １ｓｔステージ越谷

カテゴリーA 　未就学児
2019年5月26日（日） 2019年6月2日（日） 2019年6月23日（日）

和幸楽器越谷店ホール

カテゴリーE 　小学6年～中学1年 1stステージ参加費　4,500円＋税

カテゴリーB 　小学1年生

カテゴリーC 　小学２年～3年生 会場 会場 会場

カテゴリーD 　小学4年～5年生 和幸楽器熊谷店 和幸楽器新都心センター

　     　　  同大学器楽科卒業。 　　　　を経て、同大学大学院修士課程を首席で修了。

         　    ◇審査員　　

☆チーフ審査員

　　　　　　*募集人数が１ｓｔステージ各会場の予定人数に達した時点で締切になります。

　　           　　　本要項の申込書、あるいは当社HPよりダウンロードした申込書にご記入の上、和幸楽器各店窓口まで

　　　        　　  １ｓｔステージ参加費を添えてお申し込みください。ファイナルステージは１ｓｔステージ終了時に合格者

　       中田　雄一朗

　    　　   東京藝術大学付属高校を経て

　　　　　　菅野　可愛（久保 はるな）

　　　　東京藝術大学付属高校、同大学音楽学部

　　　　

　　          　　　に申込書を配布しますので、同様に参加費を添えて和幸楽器各店までもお申込みください。

              ◇申込受付開始／締切日　　　１ｓｔステージ申し込み開始　　3月25日（月）

　　　         　　その中から最優秀賞を各1名選出、他優秀賞、奨励賞、和幸賞を授与致します。

             ◇申し込み方法

ファイナルステージ 2019年7月14日（日）　プラザノースホール
ファイナルステージ参加費　7,500円＋税

             ◇褒章について

　　　        　　  ファイナルステージ各カテゴリーごとに全員を舞台上で表彰します。

1stステージ

ｱﾄﾞｳﾞｧｲｽﾚｯｽﾝ

講師兼任

定員

35名

50名

50名

催事名称 締切日 催事名称 締切日

締
切
日

１ｓｔステージ熊谷
4/26（金）

ファイナルステージ 7月1日（月）１ｓｔステージ大宮

１ｓｔステージ越谷 5/23（木）



部門 出版社 楽譜名 曲名

ドレミ ピアノひけるよ！ジュニア3 むすんでひらいて

全音 きらきらピアノ　こどものピアノ名曲集　１ おおきなたいこ

ヤマハ 新版 みんなのオルガン・ピアノの本　１ ぶんぶんぶん

ヤマハ NEWなかよしピアノ２　レパートリー かっこう

東音 バスティン オール イン ワン プリマーB  よふかし（きらきら星）

音友 はじめの一歩　1 かっこうとロバ

東音 バスティン　オール イン ワン レベル１B よろこびのうた

東音 バスティンピアノベーシックス  ピアノレベル１ いたずらねずみ

ヤマハ NEWなかよしピアノ２　レパートリー インディアンのたいこ

全音 きらきらピアノ　こどものピアノ名曲集１ ことりのうた

ヤマハ NEWピアノスタディレパートリー２ ビーチパラソルのわすれもの

全音 はじめてのギロック おばけの足あと

ヤマハ 新版みんなのオルガン・ピアノの本２ 月のひかり

東音 バスティンピアノベーシックス  ピアノレベル２ カーニバル

ヤマハ Newピアノスタディレパートリー３ ジプシーのおどり

全音 プレ・インベンション メヌエット　ト長調　 BWV.Anh.114　　（J.S.バッハ作曲）

学研 にじいろのおくりもの１ ワルツ　　　（マイカパル作曲）

カワイ こどものためのピアノ曲集＜南の風＞ スタレガ・ラプソディ

全音 プレ・インベンション クラーク作曲　　　マーチ

全音 ブルグミュラー25の練習曲 １～１５まで

全音 ギロックこどものためのアルバム ウィンナーワルツ

カワイ カワイ　新しいくつと青い空 石畳の小道

各社 ブルグミュラー25の練習曲 １６～２５まで

全音 ソナチネアルバム１ 4番 Op.55 №1　 1楽章、または終楽章　（クーラウ作曲）

7番 Op.36 №1　 1楽章、または終楽章　（クレメンティ作曲）

8番 Op.36 №2　 1楽章、または終楽章　（クレメンティ作曲）

　　　　　　　☆ １ｓｔステージ　　　　　　　   各参加カテゴリーの課題曲から任意の1曲を演奏して下さい

　　　　　　　☆ ファイナルステージ　　  　各参加カテゴリーの課題曲から任意の1曲を演奏して下さい

                                      

                                                       ＊1stステージとは別の曲でも構いません

                                                       ＊リピートについて…楽譜の通り演奏してください

第1回WAKOプレピアノコンクール課題曲一覧

ｶﾃｺﾞﾘｰE

ｶﾃｺﾞﾘｰC

ｶﾃｺﾞﾘｰD

ｶﾃｺﾞﾘｰA

ｶﾃｺﾞﾘｰB



受領印

第1回和幸プレ・ピアノコンクール　１ｓｔステージ参加申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　正に受領致しました
　　　　　　　　和幸楽器

様

　金　４，８６０円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　但し　第1回和幸プレ・ピアノコンクール１ｓｔステージ参加費として

演奏時間 ：

領収証

ご住所

〒　　　　－

演
奏
曲

曲名

出版社 楽譜名

指
導
者

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ＴＥＬ ＦＡＸ

携帯 Email

学校／園名

ご住所

〒　　　－

ＴＥＬ ＦＡＸ

生年月日 西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

学年／年齢 　　　　　　　歳　　（　　　　　　　年） 性別　　 　□　男　□　女

　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　カテゴリーＣ

　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　カテゴリーＤ

　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　カテゴリーＥ

参
加
者

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

参加ステージ １ｓｔステージ熊谷（　　　）　大宮（　　　）　越谷（　　　）

↕　いずれかに〇をつけてください

参加部門

　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　カテゴリーＡ

　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　カテゴリーＢ



会場：和幸楽器新都心センターL1ルーム

イオンモール与野店すぐそばです

  和幸楽器熊谷店 　　熊谷市末広３－１２－１０ TEL 048-524-6521

ファイナルステージ

会場：プラザノースホール

埼玉新都市交通ニューシャトル加茂宮駅より徒歩５分

ショッピングモール「ステラタウン」すぐそば

１ｓｔステージ越谷

会場：和幸楽器越谷店ホール

東武スカイツリーライン越谷駅東口より徒歩５分

越谷市役所すぐそば

１ｓｔステージ大宮

JR埼京線北与野駅西口より徒歩１５分

お問合せ

和幸楽器各店・又は本社（TEL：０４８－８３１－８５１１）

第１回和幸プレ・ピアノコンクール会場案内

１ｓｔステージ熊谷

会場：和幸楽器熊谷店L1ルーム

JR熊谷駅北口より徒歩１３分

熊谷女子高校すぐそばです

お申込み会場

  和幸楽器大宮店 　　さいたま市大宮区桜木町２－８－２ TEL 048-647-1811

  和幸楽器越谷店 　　越谷市越ケ谷２－８－１ TEL 048-964-8411


