


今生きている音楽を楽しみ表現する喜びを味わう
新しいスタイルのコンクール

お気に入りの１曲をみつけてクリスタルのように
キラキラと輝くあなたの個性を発揮してみませんか？

❖2020年12月1日（火）より申込開始

実 音 審 査

2021年3月26日（金）

動 画 審 査

2020年12月1日（火）
〜 

2021年2月7日（日）
※定員になり次第締め切ります

申込期間

2020年12月1日（火）
〜 

2021年4月30日（金）

申込期間

2021年5月1日（土）
〜 

2021年5月10日（月）としま区民センター 
多目的ホール

動画・撮影について当日について
◆演奏前に、自己PR(30秒以内)をお願いいた
します。

◆椅子の高さ、足台の準備は保護者様、指導者
様でお願いいたします。

◆ 演奏にあたっては、暗譜を推奨いたします。
楽譜を見る場合は、譜めくり等参加者自身で
工夫してください。

◆ 演奏をカットさせていただく場合もあります
が、審査には影響はありません。

◆詳細につきましては、参加者に別途ご案内い
たします。

ピティナ提携コンクールWebサイト専用フォームよりお申込みください

◆ 演奏前に、自己PR(30秒以内)をお願いいた
します。

◆暗譜を推奨いたします。
◆未編集のものに限ります。
◆手元とお顔が見えるものを推奨いたします。
◆ 動画の撮影・送信方法の詳細は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。

◆詳細につきましては、参加者に別途ご案内い
たします。

検索ピティナ提携コンクール　クリスタルピアノコンクール

※ 必ずドメインの指定受信設定を行ってください。
※ URL付きのメールを送信いたしますので受信可能の設定をお願いいたします。
　（文中に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。）

① 専用フォームからお申込み　

② 会場にて実音審査　

③ Webサイトにて3月27日（土）結果発表　

① 専用フォームからお申込み　

② 演奏動画提出　

③ Webサイトにて5月31日（月）結果発表　
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開催日

会  場

動画提出期間

（480名収容）

ピアノ：ヤマハC7X

https://entry.piano.or.jp/contest/contests/2020138



部門  ・ 参加料金

注意事項

◆ A2部門 未就学児 ……………10,000円

◆ A1部門 小学２年生以下 ……11,000円

◆ B2部門 小学４年生以下 ……12,000円

◆ B1部門 小学６年生以下 ……13,000円

◆ C部門 高校生以下………………14,000円

◆ D部門 大学生以下・一般………14,000円 

◆ E 部門 大学生以下・一般 ………16,000円

A～E部門
〈  2020年度学年 ・ 全部門飛び級可能  〉
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演奏時間　　2分 …… 10,000円　　4分 …… 15,000円 

アレンジ部門
〈  年齢不問  〉

（自己PRタイムを含まず）

※実音審査に於いては、万全の感染予防対策の元で実施いたします。また、今後の新型
コロナウイルス感染の状況により、変更が多々生じることも予想されます。実音審査を実
施できなくなりました際には、ご希望により動画審査に移行していただくことも可能と
なっております。どうぞその際はご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

◆申込期間内（実音審査2/７迄、動画審査4/30迄）であれば、部門及び曲目の変更は可能です。
◆実音審査と動画審査間の移行は、実音審査の申込期間内（2/7迄）であれば可能です。
◆どちらの審査も、申込期間以降の返金及び曲目の変更は出来ませんので、ご注意ください。
●Webのみの受付けとなります （郵送、お電話等は対応しておりません）。
●演奏形態はピアノソロのみです。
●プロ・アマチュア、音楽歴を問わず応募可能です。
●各審査・各部門の複数申込み可能です。 
　例）〔実音審査〕アレンジ部門と〔動画審査〕D部門 等
●尚、郵送関連諸経費として500円（税込）を別途Web申込時に頂戴いたします。

最新情報はコンクールWebサイトにて随時更新いたします。
必ずご覧いただいてからお申し込みください。

クリスタルPianoコンクール
https://www.crystalpiano.org/

※第4回より部門名が、D２部門⇒D部門へ、D１部門⇒E部門へ
　変更となりました。



◆ぷりんと楽譜、ミュッセなどインターネットで購入する楽譜の場合には、
必ず「クリスタルPianoコンクール」Webサイトの、課題曲指定URL
からお求めください。 

◆第2・3・4回の課題曲は、ホームページに楽譜のリンクを貼り付けて
おります。ご確認下さい。

課題曲について

•未発表の作品であること。既存の曲であることが発覚した場合、もしくは作品
　または作品の一部の明らかな流用が発覚した場合には、受賞を取り消しとし
　ます。
•楽譜の提出は必要ありません（但し、『ぷりんと楽譜』配信・出版該当作品は
　必要となります）。
•調性、音域等は自由です。　
•内部奏法、特殊奏法は不可とします。

アレンジ部門

きらきら星
（作曲者不詳） （M.J.ヒル & P.S.ヒル） （フランス民謡）

以下の条件に当てはまるように、参加者自身が編曲して演奏してください。
原曲の特長を生かし、演奏者のアイデアや個性が光る作品を、またピアノソロ曲
として魅力のある演奏を高く評価いたします。

※ 詳細は「クリスタルPianoコンクール」Webサイトも必ずご確認ください。

※第２回・第３回の課題曲からも選択できます （一部除外あり）。

課題曲一覧表（P5～7）より１曲選択して演奏してください

◆同一曲でも指定楽譜以外のアレンジは認められません。

リピート、1番括弧は省略してください。「D.C.」「D.S.」は有ります （一部例外あり）。
但し課題曲一覧表の「★要リピート」と表記してある曲については「リピート有り」
とします。

A～E 部門

下記より１曲選択してアレンジしたものを演奏してください

◆演奏時間 … 2分以内 ・ 4分以内

◆応募資格 … どなたでも応募できます。

◆演奏形態はピアノソロのみです。

ねこふんじゃった ハッピー・バースディ・トゥー・ユー
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（自己PRタイムを含まず）



曲　　名 作曲者名 / 編曲者名 楽　譜　名 ページ レベル出版社

曲　　名 作曲者名 / 編曲者名 楽　譜　名 ページ レベル出版社

曲　　名 作曲者名 / 編曲者名 楽　譜　名 ページ レベル出版社

いぬのおまわりさん

こぶたぬきつねこ

ねこふんじゃった

ミッキー・マウス・マーチ

南の島のハメハメハ大王

夕焼け小焼け

大中恩/加賀美江

山本直純/加賀美江

作曲者不明

J.ドット/橋本晃一

森田公一/橋本晃一

草川信/轟千尋

ピアノ★パレード２

ピアノ★パレード２

わたしはピアニスト１

うたえる！ひける！ピアノ曲集２

うたえる！ひける！ピアノ曲集２

きらきらピアノ こどものポピュラーメロディーズ１

P45

P12

P82

P60

P42

P26

学

学

全

ド

ド

全

ラベンダーブルー
※版によって多少アレンジが違います

リズムにのって バスティン

バスティン ピアノベーシックス ピアノ レベル２

バスティン オールインワン  レベル２Ａ

バスティン ピアノベーシックス ピアノ レベル１

P23

P47

P30 東

東

東

基2～
基3
基2～
基3

導2

導3

基2

導3

イギリス民謡/バスティン

基3オオカミなんかこわくない F.チャーチル/轟千尋 きらきらピアノ こどものポピュラーメロディーズ２ P14 全

輝く未来 （ディズニー映画「塔の上のラプンツェル」より）
  ★要リピート A.メンケン/森真奈美

らくらく弾ける！ 大好きな★アニメソング
ぷりんと楽譜

P116 ヤ
ヤ

紅蓮華 （TVアニメ「鬼滅の刃」オープニングテーマ）
  ★要リピート 草野華余子/森真奈美 らくらく弾ける！ 大好きな★アニメソング

ぷりんと楽譜
P52 ヤ

ヤ

名探偵コナン メイン・テーマ （「名探偵コナン」より） 大野克夫/遠藤真理子 らくらく弾ける！ 大好きな★アニメソング
ぷりんと楽譜

P108 ヤ
ヤ

ひまわりの約束 
（映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌）  ★要リピート 秦基博/森真奈美 らくらく弾ける！ 大好きな★アニメソング

ぷりんと楽譜
P91 ヤ

ヤ

勇気100％ （「忍たま乱太郎」オープニングテーマ） 
  ★要リピート

馬飼野康二/森真奈美 らくらく弾ける！ 大好きな★アニメソング
ぷりんと楽譜

P94 ヤ
ヤ

君をのせて 久石譲/橋本晃一 うたえる！ひける！ピアノ曲集２ P80 基2.3ド

ドレミの歌 R.ロジャース/橋本晃一 やっぱりピアノがすき！〈下巻〉 P46 基4ド

ロック・ア・ラマ バスティン バスティン コンピレーション アルバム レベル２ P38 東

P47 全発表会のための名曲ライブラリー スタジオジブリ曲集[初級] 1久石譲/轟千尋海の見える街 （「魔女の宅急便」より）
P78 ヤ

ヤ
やさしく弾ける！おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～
ぷりんと楽譜椎名豪/渋谷絵梨香竈門炭治郎のうた （TVアニメ「鬼滅の刃」挿入歌）

P67 ヤ
ヤ

やさしく弾ける！おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～
ぷりんと楽譜

草野華余子/川田千春紅蓮華 （TVアニメ「鬼滅の刃」オープニングテーマ）

基5P7 東バスティン ピアノベーシックス レベル４バスティンスペインのギター
応2P86 ド感性が目覚める！７つのピアノ・レッスン CD付アメリカ民謡/丹内真弓茶色の小びん

ヤぷりんと楽譜B.ヒーレイ/渋谷絵梨香ディズニーファンティリュージョンのテーマ
P64 ドやっぱりすき！ピアノ教本４久石譲/橋本晃一となりのトトロ

応1P96 ヤ
ヤ

こどもポップス定番30 ～ありがとうの花～
ぷりんと楽譜杉本竜一/川田千春BELIEVE （「生きもの地球紀行」エンディングテーマ）

P40 ヤ
ヤ

やさしく弾ける！おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～
ぷりんと楽譜

藤原聡/渋谷絵梨香Pretender
（映画「コンフィデンスマンJPロマンス編」主題歌）

P21 ヤ
ヤ

やさしく弾ける！おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～
ぷりんと楽譜梶浦由記/鈴木奈美炎 （劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編 主題歌）

P6 東バスティン オールインワン レベル４ＡS.ジョプリン/J.バスティンメイプル リーフ ラグ  ★要リピート

P4 ヤ
ヤ

やさしく弾ける！おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～
ぷりんと楽譜

Ayase/渋谷絵梨香夜に駆ける

A�部門 〈未就学児〉

A�部門 〈小学�年生以下〉

B�部門 〈小学�年生以下〉

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web
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第２回・３回の課題曲からも選択できます
 （一部除外あり）

第 4回課題曲



曲　　名 作曲者名 / 編曲者名 楽　譜　名 ページ レベル出版社

曲　　名 作曲者名 / 編曲者名 楽　譜　名 ページ レベル出版社

P20

赤とんぼ （「月刊ピアノ×ピティナ
編曲オーディション2020」 中級1位受賞作品）

山田耕作/瀧本晴香 ヤぷりんと楽譜

アップタウン・ブルース ギロック 応7全P28ギロック ジャズスタイル・ピアノ曲集

Imitation Rain
※ 1カッコを演奏し、toコーダ～コーダに飛ぶこと

YOSHIKI/渋谷絵梨香 ヤ
ヤ

P119おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～ 
ぷりんと楽譜

エンターテイナー S.ジョプリン/佐土原知子 応5ドP76感性が目覚める！７つのピアノ・レッスン CD付

風の谷のナウシカ ～オープニング～ 久石譲/川浦義広 全P44発表会のための名曲ライブラリー スタジオジブリ曲集[初中級] 1

貴婦人の乗馬 （Jazz ver.) ブルグミュラー/新本和正 ミュP1ブルグミュラー「貴婦人の乗馬（Jazz ver.)～《25の練習曲》op.100より
ジャズピアノソロ （新本和正編）

紅蓮華 （TVアニメ「鬼滅の刃」オープニングテーマ） 草野華余子/川田千春 ヤ
ヤ

P156おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～ 
ぷりんと楽譜

人生のメリーゴーランド  （「ハウルの動く城」より） 久石譲/轟千尋 全P20発表会のための名曲ライブラリー スタジオジブリ曲集[初中級] 1

裸の心 （ドラマ「私の家政夫ナギサさん」主題歌） あいみょん/川田千春 ヤ
ヤ

P18おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～ 
ぷりんと楽譜

炎 （劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編 主題歌） 梶浦由記/鈴木奈美 ヤ
ヤ

おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～
ぷりんと楽譜

まちがいさがし
（ドラマ「パーフェクトワールド」主題歌）

米津玄師/川田千春 ヤ
ヤ

P7菅田将暉 Selection for Piano
ぷりんと楽譜

メヌエット ワルツ・アレンジ
  ★要リピート ベートーベン/中谷幹人 カP4ベートーベン ミーツ ポップス！

ロンドンデリー ボサノヴァ アイルランド民謡/松田昌 音P19発表会にぴったり！マサさんのステキなピアノアレンジ曲集

I LOVE… (ドラマ「恋はつづくよどこまでも」主題歌)
※ダル・セーニョTimeのみ１カッコへ行く

藤原聡/川田千春 おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～ 
ぷりんと楽譜

糸 中島みゆき/小原孝 ぷりんと楽譜

P58 ヤ
ヤ

上を向いて歩こう 中村八大/小原孝 小原孝ベスト
ぷりんと楽譜

P4 ヤ
ヤ

星影のエール （連続テレビ小説「エール」主題歌） GReeeeN/渋谷絵梨香
おさえておきたい！ベストヒット総集編～2020-2021～ 
ぷりんと楽譜

P145 ヤ
ヤ

夜に駆ける  
※Ⓑ８小節目toコーダ～ Ⓖ１小節目コーダに飛ぶこと

Ayase/川田千春 月刊ピアノ 2020年８月号
ぷりんと楽譜

P49 ヤ
ヤ

大きな古時計 ドビュッシーに捧ぐ ワーク/松田昌 発表会にぴったり！マサさんのステキなピアノアレンジ曲集 P22 音

ALWAYS 三丁目の夕日 Opening Title 佐藤直紀/石川芳 PIANO STYLE（ピアノスタイル）プレミアム・セレクションVol.8（CD付）
ぷりんと楽譜

P35 リ
ヤ

感電 （上級）（ドラマ「MIU404」主題歌） 米津玄師/石川芳 アット・エリーゼ ア

きらきら星 ～沖縄アレンジ～ （「第３回クリスタル
ピアノコンクール」クリスタル大賞＆アレンジ部門１位受賞作品)

フランス民謡/松尾咲希 ぷりんと楽譜 ヤ

ヤ

ニュー・シネマ・パラダイス 愛のテーマ E.モリコーネ/石川芳 ぷりんと楽譜 ヤ

炎 （劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編 主題歌）
※Aを演奏後Ｆに飛ぶこと

梶浦由記/内田美雪 ぷりんと楽譜 ヤ

ひこうき雲 （「風立ちぬ」より） 荒井由実/加羽沢美濃 加羽沢美濃スタジオジブリ・セレクション P26 ヤ

Close to you~ セナのピアノⅡ
（ドラマ「ロングバケーション」挿入曲） CAGNET/羽衣津愛

PIANO STYLE（ピアノスタイル）プレミアム・セレクションVol.8（CD付）
ぷりんと楽譜

P32 リ
ヤ

トッカティーナ Op.36 カプースチン ピアノ作品集 P32 シ

Pretender （映画「コンフィデンスマンJP」主題歌）
※Ⓒのみ１カッコ演奏. toコーダ～コーダに飛ぶこと

藤原聡/石川芳 PIANO STYLE（ピアノスタイル）プレミアム・セレクションVol.8（CD付）P21 リ

B１部門 〈小学�年生以下〉

C部門 〈高校生以下〉 
D部門 〈大学生以下・一般〉

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web
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審  査  員

特  典  ・ 褒  賞

クリスタルPianoコンクール
参加シール

◆参加者全員に、審査員からの直筆メッセージ及び参加認定証、参加賞を
進呈いたします。

◆実音審査には、ピティナ・ステージポイントがつきます。

特  典

◆クリスタル大賞（クリスタルカップ）１名他、各部門毎に鉱石に因んだ賞（クリスタル賞、エメ
ラルド賞、ルビー賞など）を数名予定しております。

◆入賞者へ、賞状（審査員のサイン入り）＆トロフィーまたはメダルを贈呈いたします。
◆クリスタル大賞は〔実音審査〕から予定しております。
◆アレンジ部門1位（クリスタル賞より１名）には、『ぷりんと楽譜』より配信・出版権を授与
いたし ます。（別途条件有）

◆各部門の入賞者は、入賞者記念コンサートにご出演いただけます。
　 演奏スタイルは、ピアノソロ又はピアノアンサンブル（ドラム・ベース）です。　
　 2021年9月20日（月・祝）  タワーホール船堀 小ホール （東京都江戸川区）

褒  賞

小原 孝
（ピアニスト・作編曲家） （ピアニスト）

菅原 望
（ピアニスト）

中田 雄一朗
（ピアニスト・作編曲家）

丹内 真弓 橋本 晃一
（作編曲家） （作編曲家）

春畑 セロリ

※今後上記の内容に変更が生じる場合があります。

内各部門3名を予定しております。

曲　　名 作曲者名 / 編曲者名 楽　譜　名 ページ レベル出版社

フレンド・ライク・ミー （映画「アラジン」より）
（「月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション2020」 上級1位受賞作品）

A.メンケン/新留あすか
月刊ピアノ2020年8月号 P64

米津玄師/Cateen(角野隼斗) Piascore海の幽霊 （映画「海獣の子供」主題歌） ピ

残酷な天使のテーゼ 佐藤英敏/Cateen(角野隼斗) Piascore ピ

紅蓮華 （TVアニメ「鬼滅の刃」主題歌） 草野華余子/タカノユウヤ
ヤ
ヤ
ヤ

ヤ
ヤ

極上のピアノ 2020春夏号
ぷりんと楽譜
いろいろなアレンジを楽しむ 紅蓮華（ピアノソロ/上級）

P6

P24

モーティヴ・フォース Op.45  ★要リピート カプースチン

ぷりんと楽譜

P60

ビッグ・バンド・サウンズ Op.46 カプースチン ピアノ作品集 P64 シ

８つの演奏会エチュード フィナーレ Op.40-8 カプースチン

ピアノ作品集

P62 展3シ

シ

7つのレベルのきらきら星変奏曲 モーツァルト/Cateen(角野隼斗)
Piascore
ピアノミニアルバム 角野隼斗 7 levels of "Twinkle Twinkle Little Star"
7つのレベルのきらきら星変奏曲

P2
ピ
ヤ

リベルタンゴ （ピアノソロ）  ※ossia推奨 A.ピアソラ/山本京子 リベルタンゴ、オブリヴィオン P5 展3ハ

E部門 〈大学生以下・一般〉

８つの演奏会エチュードOp.40

ア=アット・エリーゼ　　音＝音楽之友社　　学＝学研プラス　　カ＝カワイ出版　　シ＝ショット社　　全＝全音楽譜出版社
東＝東音企画　　ド＝ドレミ楽譜出版社　　ハ=ハンナ　　ピ＝Piascore　　ミュ=Music Bells
ヤ ＝ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス　　リ＝リットーミュージック

Web

Web

Web

Web

Web

レベルについて
導1→導入１、基1→基礎1　「ピティナ・ピアノステップ」現行課題曲に準拠しています。レベルの参考にしてください。

※課題曲には新曲が追加される場合がございます。ホームページを随時更新いたしますのでご覧ください。

課題曲一覧 出版社省略記号について
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