
入

門

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

入

門

１

1 カバレフスキー 光と陰 Op.89-7 35 のやさしい小曲集「こどもの冒険」Op.89（全音楽譜出版社）
2 トンプソン 大きな船 小さな手のためのピアノ教本（全音楽譜出版社）
3 トンプソン ハイキング 小さな手のためのピアノ教本（全音楽譜出版社）
4 バルトーク 対話 イ短調 BB.66-3 バルトーク / ピアノ作品集２（音楽之友社）
5 ギロック　 小さな羊飼い ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）
6 ギロック　 さぁ、ワルツを踊ろう ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）
7 － ダイビング アルフレッド・ピアノライブラリー　導入コースレッスンブック　レベル B（全音楽譜出版社）
8 － そのぼうし どこでみつけたの？ アルフレッド・ピアノライブラリー　導入コースレッスンブック　レベル B（全音楽譜出版社）
9 － ティクタクトー アルフレッド・ピアノライブラリー　導入コースレッスンブック　レベル B（全音楽譜出版社）

10 FOLK SONG ちょうちょう グローバー・ピアノ教本 Vol.1（YMM）
11 AMERICAN FOLK SONG うるさいはえ グローバー・ピアノ教本 Vol.1（YMM）
12 グローバー ヨット グローバー・ピアノ教本 Vol.1（YMM）
13 － 虹を追って ラーニングトゥプレイ　ブック 2（全音楽譜出版社）
14 ドイツのうた 三段とび ラーニングトゥプレイ　ブック 2（全音楽譜出版社）
15 外国の曲 たのしいよる NEW なかよしピアノ 1、NEW ピアノスタディ 1（YMF）　
16 ヤマハ かざぐるま NEW なかよしピアノ 1、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
17 ディアベリ にじ NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
18 ヤマハ やさしいなつのひ NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
19 ポーランドの曲 さんぞくのうた NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
20 ヤマハ ちらちらこなゆき NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
21 バイエル おかあさんのおへんじ NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
22 オーストリアの曲 かっこう NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
23 ヤマハ ヤッホー NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
24 アメリカの曲 つきのハープのこもりうた NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
25 ヤマハ インディアンのたいこ NEW なかよしピアノ 2、NEW ピアノスタディ 1（YMF）
26 ヤマハ オルセーの想い出 大人のための Piano Study1（YMF）
27 ベートーヴェン 喜びの歌 大人のための Piano Study1（YMF）
28 森 真奈美 エンブレム 大人のための Piano Study1（YMF）
29 アメリカ民謡 聖者の行進 大人のための Piano Study1（YMF）
30 桜田 直子 朝凪の海 大人のための Piano Study1（YMF）
31 アメリカ民謡 オーラ・リー 大人のための Piano Study1（YMF）

〈 作曲者名について 〉 
「アルフレッド・ピアノライブラリー」「ラーニングトゥプレイ」及び「メトードローズピアノの教則本」掲載の楽曲は、複数の作曲家が作曲をしています。
作曲者を限定できないものについては「－」と記載しました。

〈 楽譜について 〉 
記載されている楽譜・曲集は、諸事情により入手が困難になる場合や、タイトル等が変わる場合もございますので、ご了承ください。

〈 入門〜上級の課題曲の変更について 〉
前「課題曲一覧」（2014 年 4月〜 2015 年 3月版）より削除された楽曲はありません。
次の曲が追加されました。〔中級 4〕ショパン「前奏曲ホ短調Op.28-4」

〈 ディプロマの楽曲例について 〉
一部改訂しました。

課題曲一覧
2015年 4月〜2018年 3月版

ヤマハピアノコンサートグレード

<選曲上の注意>
●�記載されている楽譜・曲集名、出版社は参考例です。楽譜・曲集名に出版社の記載がない楽曲も
合わせ、楽譜はどの出版社のもの（輸入版含む）を使用しても構いません。原典版、校訂版の指
定もありません。但し「大人のためのPiano Study」より選ばれている楽曲は、必ず「大人のため
のPiano Study」を使用してください。
●演奏曲すべての合計時間が規定の演奏時間内に収まるように選曲してください。
●受験に際しては、必ず別冊の要項をご覧ください。



入　門

入

門

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

入

門

２

1 グローバー 夜の使者 グローバー・ピアノ教本 Vol.2（YMM）

2 グローバー クイーンをたたえるうた グローバー・ピアノ教本 Vol.2（YMM）

3 FOLK SONG ルービイ・ルー グローバー・ピアノ教本 Vol.2（YMM）

4 ギロック　 おばけの足あと ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

5 ギロック　 インディアンの踊り ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

6 カバレフスキー かわいいポルカ Op.39-2 24 の小品集 Op.39（全音楽譜出版社）

7 － ロッキングチェアー ラーニングトゥプレイ　ブック 2（全音楽譜出版社）

8 － カントリーダンス ラーニングトゥプレイ　ブック 2（全音楽譜出版社）

9 － シュゾン メトードローズ・ピアノ教則本　ピアノの 1 年生（音楽之友社）

10 － 木ぼりの小さい兵隊さん メトードローズ・ピアノ教則本　ピアノの 1 年生（音楽之友社）

11 グルリット 朝のあいさつ Op.210-1 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）

12 トンプソン まる木ぶね 小さな手のためのピアノ教本（全音楽譜出版社）

13 ペース うた ペース / ピアノレッスン　レベル ２（音楽之友社）

14 ギロック　 インディアンの戦いのうた ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

15 ギロック　 ガボット ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

16 ボヘミアの曲 ぶんぶんぶん NEW ピアノスタディ 2（YMF）

17 ツェルター かっこうとロバ NEW ピアノスタディ 2（YMF）

18 前田 みお かわいいことり NEW ピアノスタディ 2（YMF）

19 ドイツの曲 おいかけっこ NEW ピアノスタディ 2（YMF）

20 ビーダーマン 大すきなワルツ NEW ピアノスタディ 2（YMF）

21 フランスの曲 月の光に NEW ピアノスタディ 2（YMF）

22 ロシアの曲 しずかな夕ぐれ NEW ピアノスタディ 2（YMF）

23 ノルウェーの曲 雪と子ども NEW ピアノスタディ 2（YMF）

24 外国の曲 おやすみ NEW ピアノスタディ 2（YMF）

25 デンマークの曲 いとまきのうた NEW ピアノスタディ 2（YMF）

26 クワタル おともだち NEW ピアノスタディ 2（YMF）

27 滝 廉太郎 荒城の月 大人のための Piano Study2（YMF）

28 ジルベール・べコー 詩人が死んだ時 大人のための Piano Study2（YMF）

29 デューク・エリントン/ビリー・ストレイホーン サテン・ドール 大人のための Piano Study2（YMF）

30 ヴィクター・ヤング/エドワード・ヘイマン ラヴレター 大人のための Piano Study2（YMF）

31 サン＝サーンス ライオンの行進 大人のための Piano Study2（YMF）

32 ロシア民謡 灯火 大人のための Piano Study2（YMF）

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

入

門

３

1 ギロック　 道化師たち ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

2 平吉 毅州 いなくなってしまったお人形 こどものためのピアノ小品集「春になったら」（カワイ出版）

3 平吉 毅州 踊るピーナッツ こどものためのピアノ小品集「春になったら」（カワイ出版）

4 カバレフスキー トランペットとたいこ Op.89-20 35 のやさしい小曲集「こどもの冒険」Op.89（全音楽譜出版社）

5 ショスタコーヴィチ マーチ Op.69-1 ショスタコーヴィチ / ピアノ作品集（全音楽譜出版社）、6 つのピアノ小品 Op.69

6 － 人形のポルカ ラーニングトゥプレイ　ブック 3（全音楽譜出版社）

7 － つなわたり ラーニングトゥプレイ　ブック 3（全音楽譜出版社）

8 － タランテラ ラーニングトゥプレイ　ブック 3（全音楽譜出版社）

9 ペース フリジアン・ダンス ペース / ピアノレッスン　レベル ２（音楽之友社）

10 ペース むかしばなし ペース / ピアノレッスン　レベル ２（音楽之友社）

11 グルリット かわいい舞曲 ハ長調 Op.210-4 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）

12 グローバー / スチュワート 夕焼けのピラミッド グローバー・ピアノ教本 Vol.3（YMM）

13 － お城を攻めとられるな！ メトードローズ・ピアノ教則本　ピアノの 1 年生（音楽之友社）

14 － バラ色のメヌエット メトードローズ・ピアノ教則本　ピアノの 1 年生（音楽之友社）

15 － 冬さん、さようなら！ メトードローズ・ピアノ教則本　ピアノの 1 年生（音楽之友社）

16 ロシアの曲 コロブチカ NEW ピアノスタディ 3（YMF）

17 ロシアの曲 きたかぜ NEW ピアノスタディ 3（YMF）

18 フランスの曲 フランスの古い歌 NEW ピアノスタディ 3（YMF）

19 フランスの曲 小さなピアノ NEW ピアノスタディ 3（YMF）

20 佐々木 宏子 まつり（秋） NEW ピアノスタディ 3（YMF）

21 ドイツの曲 こぎつね NEW ピアノスタディ 3（YMF）

22 エステン かわいいこねこ NEW ピアノスタディ 3（YMF）

23 ベルディ ジプシーのおどり NEW ピアノスタディ 3（YMF）

24 L. モーツァルト メヌエット 第２番 ヘ長調 NEW ピアノスタディ 3（YMF）、ナンネルの音楽帳

25 リムスキー＝コルサコフ おどけもののおどり NEW ピアノスタディ 3（YMF）

26 外国の曲 おじいさんと ぼく NEW ピアノスタディ 3（YMF）

27 ジュナン ベニスの謝肉祭 NEW ピアノスタディ 3（YMF）

28 ウクライナの曲 春をまつウクライナのむすめ NEW ピアノスタディ 3（YMF）

29 ヴィクター・ヤング他 ビューティフル・ラヴ 大人のための Piano Study3（YMF）

30 クライスラー 愛の悲しみ 大人のための Piano Study3（YMF）

31 ロバート・Ｂ・シャーマン/リチャード・Ｍ・シャーマン チム・チム・チェリー 大人のための Piano Study3（YMF）

32 シドニー・リップマン トゥー・ヤング 大人のための Piano Study3（YMF）

33 ヘンデル ラルゴ 大人のための Piano Study3（YMF）

34 リチャード・ロジャース エーデルワイス 大人のための Piano Study3（YMF）
出版社略称　ＹＭＭ：ヤマハミュージックメディア　ＹＭＦ：ヤマハ音楽振興会（YAMAHA MUSIC FOUNDATION）



初　級

初

級

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

初

級

１

1 グレチャニノフ 舞踏会のあとで グレチャニノフ / ピアノ作品集 I（YMM）、NEW ピアノスタディ４（YMF）

2 グレチャニノフ バスク人のファンダンゴ　 グレチャニノフ / ピアノ作品集 I（YMM）

3 ギロック　 真夜中のふくろう ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

4 ギロック　 おもちゃのダンス ビギナーのためのピアノ小曲集「はじめてのギロック」（全音楽譜出版社）

5 ギロック　 クリスマスツリーパレード アクセント・オン 1（全音楽譜出版社）

6 グローバー いたずら グローバー・ピアノ教本 Vol.4（YMM）

7 バスティン ハロウィンのゆうれいダンス ピアノリサイタル ソロ レベル 2（東音企画）

8 グルリット 勇気のある人 ハ長調 Op.210-6 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）

9 トンプソン ナイトとレディ 現代ピアノ教本 1（全音楽譜出版社）

10 トンプソン 小さなワルツ 現代ピアノ教本 1（全音楽譜出版社）

11 スカンジナビア民謡 水夫の少年 ペース / ピアノレッスン　レベル ２（音楽之友社）

12 三善 晃 海のゆりかご こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

13 ドイツの曲 ほら あの山に ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ４（YMF）

14 外国の曲 かわいいミュゼット ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ４（YMF）

15 川田 実木子 木ぐつのおどり ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

16 坂 幸也 みのむしの こもりうた ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

17 ウェーバー ふなうた ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ４（YMF）

18 ドイツの曲 楽しいつどい ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

19 バイエル バイエルより ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

20 ヤマハ リスとこぐまのおにごっこ ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

21 山下 千尋 こな雪のおどり ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ４（YMF）

22 外国の曲 花の女王さま ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

23 フランスの曲 赤はなおじさん ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

24 ベートーヴェン 古きロシアの歌 NEW ピアノスタディ４（YMF）

25 バルトーク 子どもの歌 NEW ピアノスタディ４（YMF）、バルトーク / 子供のために 1 BB.53（音楽之友社）

26 テレマン メヌエット ト長調 NEW ピアノスタディ４（YMF）

27 バルトーク 遊んでいる子どもたち NEW ピアノスタディ４（YMF）、バルトーク / 子供のために 1 BB.53（音楽之友社）

28 フンメル かわいいワルツ NEW ピアノスタディ４（YMF）

29 ヤーノシュ ニワトリをつかまえろ！ NEW ピアノスタディ４（YMF）

30 メンデルスゾーン 歌の翼に 大人のための Piano Study4（YMF）

31 ジョセフ・コスマ 枯葉 大人のための Piano Study4（YMF）

32 ヘンリー・マンシーニ ムーン・リバー 大人のための Piano Study4（YMF）

33 ヘンリー・マンシーニ シャレード 大人のための Piano Study4（YMF）

34 リチャード・ロジャース マイ・ファニー・ヴァレンタイン 大人のための Piano Study4（YMF）

35 シューベルト 間奏曲第３番 大人のための Piano Study4（YMF）

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

初

級

２

1 シュミット スキップ グローバー・ピアノ教本 Vol.4（YMM）

2 J.C.F. バッハ 歌曲 グローバー・ピアノ教本 Vol.4（YMM）

3 グルリット こもり歌 ハ長調 Op.210-8 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ 5（YMF）

4 グルリット ガヴォット イ短調 Op.210-9 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）

5 バスティン トラのおいかけっこ バスティンピアノベイシックス　パフォーマンス 2（東音企画）

6 トンプソン きつつき 現代ピアノ教本 1（全音楽譜出版社）

7 トンプソン スペインのフィエスタ 現代ピアノ教本 1（全音楽譜出版社）

8 L. モーツァルト メヌエット 第 1 番 ハ長調 ナンネルの音楽帳

9 三善 晃 浜かぜと夜明け こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

10 三善 晃 浜百合の恋 こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

11 ハイドン メヌエット 変ホ長調 ペース / ピアノレッスン　レベル３（音楽之友社）

12 グレチャニノフ さようなら グレチャニノフ / ピアノ作品集 I（YMM）、NEW ピアノスタディ５（YMF）

13 グルック ミュゼット ヘ長調 ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ５（YMF）

14 梅谷 正明 お化けのダンス ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ５（YMF）

15 菊地 雅春 センチなミータ ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

16 レーバー うつくしいせかい ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ５（YMF）

17 ドイツの曲 ふるさと ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

18 ヤマハ ホッピング ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

19 ネーゲリ 生きるよろこび ピアノスタディレパートリー 4（YMF）、NEW ピアノスタディ５（YMF）

20 ヤマハ ゆかいないたずら ピアノスタディレパートリー 4（YMF）

21 リュリ メヌエット ニ短調 NEW ピアノスタディ５（YMF）

22 マイカパル お庭で NEW ピアノスタディ５（YMF）

23 ディアベリ スケルツォ ト長調 NEW ピアノスタディ５（YMF）

24 バルトーク 遊び NEW ピアノスタディ５（YMF）、バルトーク / 子供のために 1 BB.53（音楽之友社）

25 ジェリー・ハーマン ハロー・ドーリー 大人のための Piano Study5（YMF）

26 レハール メリー・ウィドウ・ワルツ 大人のための Piano Study5（YMF）

27 ルイス・ボンファ オルフェの唄 大人のための Piano Study5（YMF）

28 シューベルト ます 大人のための Piano Study5（YMF）

29 リチャード・ロジャース シャル・ウィ・ダンス 大人のための Piano Study5（YMF）
出版社略称　ＹＭＭ：ヤマハミュージックメディア　ＹＭＦ：ヤマハ音楽振興会（YAMAHA MUSIC FOUNDATION）

〈 「ピアノスタディレパートリー４〜６」の課題曲について 〉 
「ピアノスタディレパートリー４〜６」は「NEWピアノスタディ４〜７」として四分冊にし、2013 年にリニューアル致しました。これにより「ピアノスタディレパートリー４〜６」は 2014 年 5月末をもっ
て販売を終了致しましたが、この課題曲一覧の有効期間中は、既にお持ちの「ピアノスタディレパートリー４〜６」を使用できます。
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作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

初

級

３

1 バルトーク 左手の練習 バルトーク / 子供のために１ BB.53（音楽之友社）
2 平吉 毅州 朝になったよ！ こどものためのピアノ小品集「春になったら」（カワイ出版）
3 平吉 毅州 ギンナンはじけてどこいった？！ こどものためのピアノ小品集「春になったら」（カワイ出版）
4 グレチャニノフ お母さんの歌 グレチャニノフ / ピアノ作品集 II（YMM）
5 グローバー ナイチンゲール グローバー・ピアノ教本 Vol.4（YMM）
6 ブルクミュラー アラベスク Op.100-2 25 の練習曲 Op.100、NEW ピアノスタディ６（YMF）
7 ブルクミュラー 牧歌 Op.100-3 25 の練習曲 Op.100
8 カバレフスキー 小さい歌 Op.27-2 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）
9 カバレフスキー 川辺の夜 Op.27-4 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）

10 ケーラー お庭で Op.210-1 こどものためのアルバム Op.210（全音楽譜出版社）
11 ケーラー 夕べの歌 Op.210-9 こどものためのアルバム Op.210（全音楽譜出版社）
12 ケーラー こどものワルツ Op.210-2 こどものためのアルバム Op.210（全音楽譜出版社）
13 ハチャトゥリアン なわとび こどものアルバム第 2 集「少年時代の響き」（全音楽譜出版社）
14 バルトーク 東洋風に BB.105-58 ミクロコスモス第 2 巻 BB.105
15 W.A. モーツァルト アレグロ ヘ長調　KV.1c 幼年時代の作品集 / ロンドンの楽譜帳（全音楽譜出版社）
16 W.A. モーツァルト メヌエット ニ長調　KV.7 幼年時代の作品集 / ロンドンの楽譜帳（全音楽譜出版社）
17 ハイドン ドイツのおどり ニ長調 ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
18 糀場 富美子 子猫のピトー ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
19 イギリスの曲 いのり ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
20 ストリーボック 楽しい朝 ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
21 ヤマハ アンダンティーノ ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
22 ディアベリ やさしい小曲 ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）、NEW ピアノスタディ６（YMF）
23 岩間 稔 霧の中の塔 ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
24 クリーガー メヌエット イ短調 ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
25 田辺 つねや ころがるボール ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）
26 チェルニー 柱時計 ピアノスタディ レパートリー 5（YMF）、NEW ピアノスタディ６（YMF）
27 ベートーヴェン 花売り NEW ピアノスタディ６（YMF）
28 マイカパル アレグレット イ短調 NEW ピアノスタディ６（YMF）
29 ハイドン アレグレット ト長調 NEW ピアノスタディ６（YMF）
30 スカルラッティ スケルツァンド ホ短調 NEW ピアノスタディ６（YMF）
31 ナポリ民謡 帰れソレントへ 大人のための Piano Study5（YMF）
32 フェリクス・ル・クーペ モデラート 大人のための Piano Study5（YMF）
33 フレデリック・ロウ 踊り明かそう 大人のための Piano Study5（YMF）
34 ポンキエルリ 時の踊り 大人のための Piano Study6（YMF）
35 ハロルド・アーレン ペーパー・ムーン 大人のための Piano Study6（YMF）

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

初

級

４

1 平吉 毅州 ルルの子守唄 こどものためのピアノ曲集「南の風」（カワイ出版）
2 平吉 毅州 さようなら こどものためのピアノ曲集「南の風」（カワイ出版）
3 ギロック　 フランス人形 こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）
4 ギロック　 タランテラ ホ短調 こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）
5 グレチャニノフ 小さな踊り グレチャニノフ / ピアノ作品集 I（YMM）
6 バルトーク ペンタトニック（5 音音階）の旋律 BB.105-61 ミクロコスモス第 2 巻 BB.105
7 シューマン 小品 ペース / ピアノレッスンレベル 3（音楽之友社）
8 バルトーク かなしみ ペース / ピアノレッスンレベル 3（音楽之友社）
9 ケーラー 市場で Op.210-10 こどものためのアルバム Op.210（全音楽譜出版社）

10 ケーラー おばあさまのワルツ Op.210-12 こどものためのアルバム Op.210（全音楽譜出版社）
11 グルリット 聖歌 Op.210-5 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）
12 グルリット 楽しい仲間 Op.210-3 こども音楽会 Op.210（全音楽譜出版社）
13 L. モーツァルト メヌエット第 6 番 ヘ長調 ナンネルの音楽帳
14 ブルクミュラー 素直な心 Op.100-1 25 の練習曲 Op.100
15 ヘンデル ガヴォット ト長調 バロック名曲集上巻（全音楽譜出版社）
16 グルリット 庭で Op.140-4 ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）、ことものためのアルバム Op.140
17 窪田 三奈子 わたしとおどる ピーターパン ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）
18 ベートーヴェン エコセーズ ト長調 ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）、NEW ピアノスタディ７（YMF）
19 八田 陽子 アレグレット ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）
20 マイカパル おとぎ話 ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）、NEW ピアノスタディ７（YMF）
21 デュットン ゆりかご ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）、NEW ピアノスタディ７（YMF）
22 フンテン いなかのおどり ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）
23 W.A. モーツァルト メヌエット（I）ハ長調 KV.6 ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）
24 グルリット 狩りの曲 Op.210-7 ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）、NEW ピアノスタディ７（YMF）、子ども音楽会 Op.210
25 岩間 稔 やすらぎ ピアノスタディ レパートリー 6（YMF）
26 シューマン メロディ Op.68-1 NEW ピアノスタディ７（YMF）、子供のためのアルバム Op.68
27 グレチャニノフ ゾウのダンス NEW ピアノスタディ７（YMF）
28 グリンカ ポルカ ニ短調 NEW ピアノスタディ７（YMF）
29 バルトーク ダンス NEW ピアノスタディ７（YMF）、バルトーク / 子供のために 2 BB.53（音楽之友社）
30 W.A. モーツァルト 恋の悩み知る人は 大人のための Piano Study6（YMF）
31 ビリー・ストレイホーン Ａ列車で行こう 大人のための Piano Study6（YMF）
32 ミシェル・ローラン サバの女王 大人のための Piano Study6（YMF）
33 イギリス民謡 グリーンスリーヴス 大人のための Piano Study6（YMF）
34 ディアベリ アレグレット 大人のための Piano Study6（YMF）

出版社略称　ＹＭＭ：ヤマハミュージックメディア　ＹＭＦ：ヤマハ音楽振興会（YAMAHA MUSIC FOUNDATION）
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作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

中

級

１

1 ケーラー マズルカ Op.210-22 こどものためのアルバム Op.210（全音楽譜出版社）
2 グレチャニノフ おばあさんのお話 グレチャニノフ / ピアノ作品集 I（YMM）
3 バルトーク こどものあそび バルトーク / 子供のために１ BB.53（音楽之友社）
4 バルトーク ぶどう酒の歌 バルトーク / 子供のために１ BB.53（音楽之友社）
5 ギロック ウィンナーワルツ こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
6 ギロック 森の妖精 こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）
7 カバレフスキー トッカティーナ Op.27-12 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）
8 ヘンデル ブーレ ト長調 バロックアルバム 1 36 の小品集（音楽之友社）
9 グルリット ふきげん Op.155-8 20 のやさしい小品集 Op.155（全音楽譜出版社）

10 グルリット 田園舞曲 Op.155-6 20 のやさしい小品集 Op.155（全音楽譜出版社）
11 ブルクミュラー せきれい Op.100-11 25 の練習曲 Op.100、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
12 ブルクミュラー 子供の集会 Op.100-4 25 の練習曲 Op.100
13 ブルクミュラー 無邪気 Op.100-5 25 の練習曲 Op.100
14 ハチャトゥリアン 小さな歌 こどものアルバム第１集「少年時代の画集」（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
15 J.S. バッハ メヌエット（III）ト長調 BWV.822-7 4 期のピアノ名曲集１（GAKKEN）、組曲ト短調 BWV.822
16 クラック むかし、むかし、あるところに美しいお姫様がいました こどもの生活 Op.62, 81（全音楽譜出版社）
17 ペッツオルト メヌエット ト長調 BWV.Anh.114 アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集
18 ペッツオルト メヌエット ト短調 BWV.Anh.115 アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集、ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
19 J.S. バッハ メヌエット イ短調 BWV.Anh.120 アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集、ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）
20 W.A. モーツァルト アレグロ 変ロ長調 KV.3 ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
21 グルリット エレジー ト短調 ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）
22 岩間 稔 小さなバルトーク ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
23 レビコフ マーチ ハ長調 ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
24 ミュラー シチリアーノ ト短調 ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
25 シューマン 兵士の行進 Op.68-2 ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）、子供のためのアルバム Op.68
26 糀場 富美子 思い出 ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）
27 森垣 桂一 カンタービレ ピアノスタディ レパートリー 7（YMF）
28 ギロック なつかしいヴァレンタイン ヘ長調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）
29 ギロック 舞曲 こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）
30 カバレフスキー おどけ Op.27-10 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）
31 カバレフスキー むかしの踊り 大人のための Piano Study7（YMF）　
32 リチャード・ロジャース 私のお気に入り 大人のための Piano Study7（YMF）　
33 ポール・モーリア 蒼いノクターン 大人のための Piano Study7（YMF）　
34 レーモン・ルフェーヴル 哀愁のアダージョ 大人のための Piano Study7（YMF）　
35 グルリット セレナーデ 大人のための Piano Study7（YMF）　
36 ハーマン・ハプフェルド 時のたつまま 大人のための Piano Study7（YMF）　

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）
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1 グルリット 要求 Op.155-9 20 のやさしい小品集 Op.155（全音楽譜出版社）
2 グルリット ちょうちょう Op.155-4 20 のやさしい小品集 Op.155（全音楽譜出版社）
3 ブルクミュラー 清い流れ Op.100-7 25 の練習曲 Op.100
4 ブルクミュラー やさしい花 Op.100-10 25 の練習曲 Op.100
5 ブルクミュラー ひそかな嘆き Op.100-16 25 の練習曲 Op.100
6 J.S. バッハ メヌエット ト長調 BWV.Anh.116 アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集
7 C.P.E. バッハ マーチ ニ長調 BWV.Anh.122　 アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集
8 カバレフスキー ボールあそび Op.27-5 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）
9 カバレフスキー 子守歌 Op.27-8 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）

10 ハチャトゥリアン スケルツォ こどものアルバム第１集「少年時代の画集」（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
11 クレメンティ ソナチネ Op.36-1 第１楽章 ソナチネ　アルバム１、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
12 グレチャニノフ お手伝い グレチャニノフ / ピアノ作品集 II（YMM）
13 バルトーク バリエーション BB.105-87 ミクロコスモス第３巻 BB.105
14 ショスタコーヴィチ 楽しいおはなし Op.69-4 ショスタコーヴィチ / ピアノ作品集（全音楽譜出版社）、6 つのピアノ小品 Op.69
15 バスティン 黒ねこのタンゴ バスティン先生のお気に入り 4（東音企画）
16 岩間 稔 波にただよう木の葉 ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
17 ヘンデル インパーティネンス ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
18 シューマン 勇ましい騎手 Op.68-8 ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）、子供のためのアルバム Op.68
19 平井 正志 不思議な呪文 ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）
20 チャイコフスキー 新しいお人形 Op.39-9 ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）、こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）
21 岡村 友香 ねことネズミ ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）
22 マイカパル 秋の対話（フゲッタ） ピアノスタディ レパートリー 8（YMF）
23 ギロック 荒れ果てた舞踏室 ト短調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）
24 ギロック 手品師 こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ I（YMF）
25 ギロック クラシックカーニバル　1.宮廷のコンサート こどものためのアルバム（全音楽譜出版社）
26 W.A. モーツァルト アレグロ ヘ長調　KV.15a 幼年時代の作品集 / ロンドンの楽譜帳（全音楽譜出版社）
27 カバレフスキー みじかいお話 Op.27-20 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）
28 サミー・フェイン 慕情 大人のための Piano Study8（YMF）
29 ライオネル・バート ロシアより愛をこめて 大人のための Piano Study8（YMF）
30 ジョセ・Ｍ . ラッカレ アマポーラ 大人のための Piano Study8（YMF）
31 ヘンデル 私を泣かせてください 大人のための Piano Study8（YMF）
32 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 大人のための Piano Study8（YMF）
33 アルマンド・マンサネーロ アドロ 大人のための Piano Study8（YMF）

出版社略称　ＹＭＭ：ヤマハミュージックメディア　ＹＭＦ：ヤマハ音楽振興会（YAMAHA MUSIC FOUNDATION）
〈 作曲者名について 〉 
「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」は、J.S. バッハが編纂したもので、編纂者以外にも多数の作曲者の楽曲が収められています。
楽譜によっては、編纂者名が作曲者名として記載されている場合がありますが、この課題曲一覧では、作曲者名が分かっている楽曲については作曲者名を、
分からないものについては編纂者の「J.S. バッハ」を記載しました。

〈 NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズについて 〉 
「NEWピアノスタディ�レパートリーコレクションズ I、II、III」は 2015 年 1月に発売致します。
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作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

中

級

３

1 シューマン 楽しき農夫 Op.68-10 子供のためのアルバム Op.68、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

2 シューマン 子守歌 Op.124-6 アルバムの綴り Op.124

3 チャイコフスキー 朝の祈り Op.39-1 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

4 チャイコフスキー イタリアの歌 Op.39-15 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

5 J.S. バッハ メヌエット ニ短調 BWV.Anh.132 アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集

6 J.S. バッハ フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV.813より「メヌエット（I）」 フランス組曲 BWV.813、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

7 W.A. モーツァルト グラスハーモニカのためのアダージォ ハ長調 KV.356（617a） モーツァルトピアノ曲集4 後期の作品新訂版（ウィーン原典版／音楽之友社）

8 カバレフスキー ソナチネ イ短調 Op.27-18　 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

9 カバレフスキー かなしい物語 Op.27-6 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）

10 ギロック 冬の風景 嬰ヘ短調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）

11 ギロック はちどり 嬰ハ短調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）

12 グルリット ロマンス Op.155-18 20 のやさしい小品集 Op.155（全音楽譜出版社）

13 J.S. バッハ フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV.817より 「メヌエット」 フランス組曲 BWV.817

14 三善 晃 シシリー島の小さな貝がら こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

15 湯山 昭 金平糖 お菓子の世界（全音楽譜出版社）

16 グレチャニノフ バラード 二長調 Op.99-3 グレチャニノフ / ピアノ作品集 II（YMM）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

17 クレメンティ ソナチネ ハ長調 Op.36-1 第３楽章 ソナチネ　アルバム１

18 クーラウ ソナチネ ハ長調 Op.55-1 第１楽章 ソナチネ　アルバム１

19 ブルクミュラー 気がかり Op.100-18 25 の練習曲 Op.100

20 ギロック 夏のあらし イ短調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

21 ギロック 夜想曲 変ロ長調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）

22 チャイコフスキー マズルカ Op.39-10 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

23 カバレフスキー バラード Op.27-16 こどものためのピアノ小曲集 Op.27（全音楽譜出版社）

24 ヴィクター・ヤング 愚かなリわが心 大人のための Piano Study9（YMF）

25 ヘンリー・マンシーニ 酒とバラの日々 大人のための Piano Study9（YMF）

26 アーノルド・ゴーラン/ジャック・ゴールド さよならを教えて 大人のための Piano Study9（YMF）

27 ギロック 間奏曲 大人のための Piano Study9（YMF）

28 バルトーク ラウンド・ダンス 大人のための Piano Study9（YMF）

29 シグムント・ロムバーグ 朝日の如くさわやかに 大人のための Piano Study9（YMF）

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名（出 版 社）

中

級

４

1 シューマン 初めての悲しみ Op.68-16 子供のためのアルバム Op.68、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

2 シューマン あわれな孤児 Op.68-6 子供のためのアルバム Op.68

3 チャイコフスキー ポルカ Op.39-14 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

4 チャイコフスキー ママ Op.39-4 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

5 ギロック 森のざわめき ハ長調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

6 ギロック 飛翔 変ホ長調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）

7 J.S. バッハ フランス組曲第5番ト長調 BWV.816より「ガヴォット」 フランス組曲 BWV.816、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

8 ベートーヴェン ソナチネ ト長調　Anh.5 第１楽章 ソナチネ　アルバム２、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

9 グレチャニノフ お父さんとお母さん グレチャニノフ / ピアノ作品集 II（YMM）

10 グレチャニノフ お家に帰ろう グレチャニノフ / ピアノ作品集 II（YMM）

11 グレチャニノフ ハーモニカで グレチャニノフ / ピアノ作品集 I（YMM）

12 カバレフスキー 夢 Op.88-1 6 つの小曲集「こどもの夢」Op.88、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）

13 グルリット オルゴール Op.140-8 こどものためのアルバム Op.140（全音楽譜出版社）

14 グルリット スケルツォ Op.155-13 20 のやさしい小品集 Op.155（全音楽譜出版社）

15 三善 晃 あこや貝の秘密 こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

16 三善 晃 沈んでいった鍵盤 こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

17 三善 晃 蟹の散歩道（プロムナード） こどものピアノ小品集「海の日記帳」（音楽之友社）

18 ギロック 魔女の猫 ヘ短調 叙情小曲集（全音楽譜出版社）

19 ハチャトゥリアン 木馬（The Little Horse） こどものアルバム第１集「少年時代の画集」（全音楽譜出版社）

20 ハチャトゥリアン ２人のおかしなおばさんが、けんかをしました。こどものアルバム第２集「少年時代の響き」（全音楽譜出版社）

21 ショパン 前奏曲ホ短調 Op.28-4 NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ II（YMF）、前奏曲 Op.28

22 ウォルター・グロス テンダリー 大人のための Piano Study10（YMF）

23 エルメンライヒ 紡ぎ歌 大人のための Piano Study10（YMF）

24 アーサー・シュワルツ ザッツ・エンターテインメント 大人のための Piano Study10（YMF）

25 ギロック 秋のスケッチ 大人のための Piano Study10（YMF）

26 ジョニー・マンデル いそしぎ 大人のための Piano Study10（YMF）
出版社略称　ＹＭＭ：ヤマハミュージックメディア　ＹＭＦ：ヤマハ音楽振興会（YAMAHA MUSIC FOUNDATION）



中上級

中

上

級

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

中

上

級

１

1 ショパン ワルツ イ短調（遺作） NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ III（YMF）

2 ショパン カンタービレ 変ロ長調 B.84

3 ショパン マズルカ 変ロ長調 Op.7-1

4 シューマン 春の歌 Op.68-15 子供のためのアルバム Op.68

5 シューマン 小さなロマンス Op.68-19 子供のためのアルバム Op.68

6 チャイコフスキー ワルツ Op.39-8 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

7 チャイコフスキー 甘い夢 Op.39-21 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

8 メンデルスゾーン ベニスの舟歌 嬰ヘ短調 Op.30-6 無言歌集、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ III（YMF）

9 メンデルスゾーン 信頼 Op.19-4 無言歌集 

10 シューベルト 楽興の時 第 3 番 ヘ短調 D780-3 楽興の時 D.780（Op.94）

11 グリーグ アリエッタ Op.12-1 叙情小曲集

12 グリーグ ワルツ Op.12-2 叙情小曲集

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

中

上

級

２

1 ショパン マズルカ ヘ長調 Op.68-3

2 ショパン ワルツ へ短調 Op.70-2

3 シューマン 愛する 5 月よ Op.68-13 子供のためのアルバム Op.68

4 シューマン 騎手の曲 Op.68-23 子供のためのアルバム Op.68

5 シューマン シェエラザード Op.68-32 子供のためのアルバム Op.68

6 チャイコフスキー 魔女（ババヤガ） Op.39-20　 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ III（YMF）

7 チャイコフスキー ひばりの歌 Op.39-22 こどものためのアルバム Op.39（全音楽譜出版社）

8 メンデルスゾーン 甘い思い出 Op.19-1 無言歌集 

9 メンデルスゾーン 紡ぎ歌 Op.67-4 無言歌集、NEW ピアノスタディ レパートリーコレクションズ III（YMF）

10 グリーグ ワルツ Op.38-7 叙情小曲集

11 グリーグ 小川 Op.62-4 叙情小曲集

12 グラナドス スペイン舞曲 第1番 「ガランテ」（メヌエット） 12 のスペイン舞曲 Op.37

13 ブラームス ワルツ 嬰ト短調 Op.39-3 16 のワルツ Op.39

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

中

上

級

３

1 メンデルスゾーン 春の歌 Op.62-6 無言歌集 

2 メンデルスゾーン デュエット Op.38-6 無言歌集 

3 グリーグ 春に寄す Op.43-6 叙情小曲集

4 チャイコフスキー 3 月「ひばりの歌」 四季 Op.37bis

5 ショパン ワルツ 嬰ハ短調 Op.64-2

6 ショパン ノクターン 変ホ長調 Op.9-2

7 ショパン マズルカ ハ長調 Op.67-3

8 グリーグ メロディー Op.38-3 叙情小曲集 

9 シューマン 眠っている子供 Op.15-12　 子供の情景 Op.15

10 ドヴォルザーク ユモレスク Op.101-7 8 つのユモレスク Op.101

11 ブラームス ワルツ 変イ長調 Op.39-15 16 のワルツ Op.39

12 グラナドス スペイン舞曲 第 5 番 「アンダルーサ」 12 のスペイン舞曲 Op.37

13 アルベニス タンゴ ニ長調 Op.165-2 スペイン Op.165 （6 つのアルバムブラット）

14 シベリウス 樅の木 Op.75-5 5 つの小品 Op.75

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

中

上

級

４

1 グリーグ スケルツォ Op.54-5 叙情小曲集

2 チャイコフスキー 2 月「謝肉祭」 四季 Op.37bis

3 チャイコフスキー 11 月「トロイカ」 四季 Op.37bis

4 シューマン トロイメライ Op.15-7　 子供の情景 Op.15

5 ショパン マズルカ イ短調 Op.17-4

6 ショパン ワルツ ロ短調 Op.69-2

7 ブラームス カプリッチオ 嬰へ短調 Op.76-1 8 つの小品 Op.76

8 ブラームス 間奏曲 イ短調 Op.118-1 6 つの小品 Op.118

9 ブラームス バラード ロ短調 Op.10-3 ４つのバラード Op.10

10 リスト コンソレーション第 3 番 変ニ長調 コンソレーション S.172

11 メンデルスゾーン 失われた幻影 Op.67-2 無言歌集 

12 シベリウス さびしい樅の木 Op.75-2 5 つの小品 Op.75



上　級

上

級

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

上

級

１

1 ショパン マズルカ 嬰ハ短調 Op.30-4
2 ショパン ワルツ 変イ長調 Op.64-3
3 ショパン ワルツ 変ト長調 Op.70-1
4 シューマン 飛翔 Op.12-2 幻想小曲集 Op.12
5 シューマン 夜に Op.12-5 幻想小曲集 Op.12
6 グリーグ 蝶々 Op.43-1 叙情小曲集
7 グリーグ 小鳥 Op.43-4 叙情小曲集
8 チャイコフスキー 10 月「秋の歌」 四季 Op.37bis
9 チャイコフスキー 8 月「収穫」 四季 Op.37bis

10 ブラームス バラード ト短調 Op.118-3 6 つの小品 Op.118
11 ブラームス ロマンス ヘ長調 Op.118-5 6 つの小品 Op.118
12 リスト 愛の夢第 3 番 変イ長調 3 つの夜想曲 S.541
13 リスト 忘れられたワルツ第 1 番 忘れられたワルツ S.215
14 ショパン マズルカ 嬰ヘ短調 Op.6-1
15 ショパン タランテラ 変イ長調 Op.43
16 シューマン 予言の鳥 Op.82-7 森の情景 Op.82
17 アルベニス 前奏曲 Op.232-1 スペインの歌 Op.232

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

上

級

２

1 ショパン マズルカ 変イ長調 Op.59-2
2 ショパン マズルカ 嬰ヘ短調 Op.59-3
3 ショパン ワルツ 変ニ長調 Op.64-1 「子犬のワルツ」
4 ショパン ノクターン 嬰ハ短調（遺作）
5 ブラームス 間奏曲 変ホ長調 Op.117-1 3 つの間奏曲 Op.117
6 ブラームス 間奏曲 ホ短調 Op.119-2 4 つの小品 Op.119
7 リャードフ 音楽の玉手箱（おどけたワルツ） Op.32
8 ラフマニノフ 前奏曲 嬰ハ短調 Op.3-2 幻想的小品集 Op.3
9 アルベニス セギディーリャ Op.232-5 スペインの歌 Op.232

10 リスト 森のざわめき 2 つの演奏会用練習曲 S.145
11 シューマン 夢のもつれ Op.12-7 幻想小曲集 Op.12
12 シューマン ロマンツェ Op.26-2 ウィーンの謝肉祭の道化 Op.26
13 ショパン 幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66（遺作）
14 ラフマニノフ ワルツ イ長調 Op.10-2 サロン風小品集 Op.10
15 チャイコフスキー 即興曲 Op.72-1　 18 の小品 Op.72
16 チャイコフスキー 5 拍子のワルツ Op.72-16 18 の小品 Op.72
17 フォーレ 即興曲第２番 ヘ短調 Op.31

作 曲 者 名 曲 名 楽 譜 ・ 曲 集 名

上

級

３

1 ショパン ノクターン 変ニ長調 Op.27-2
2 ショパン ポロネーズ イ長調 Op.40-1「軍隊」
3 ショパン ワルツ ヘ長調 Op.34-3
4 ショパン ワルツ 変ホ長調 Op.18「華麗なる大円舞曲」
5 シューベルト 即興曲 ヘ短調 D935-4
6 サン = サーンス アレグロ・アパッショナート Op.70
7 リスト 小人の踊り 2 つの演奏会用練習曲 S.145
8 リスト ため息 3 つの演奏会用練習曲 S.144
9 メンデルスゾーン ロンド・カプリチオーソ Op.14

10 グリーグ ソナタ ホ短調 Op.7 第 1 楽章
11 シューマン フィナーレ Op.26-5 ウィーンの謝肉祭の道化 Op.26
12 ラフマニノフ 楽興の時 ホ短調 Op.16-4 楽興の時 Op.16 
13 ラフマニノフ 前奏曲 ハ短調 Op.23-7 10 の前奏曲 Op.23
14 ラフマニノフ 前奏曲 嬰ト短調 Op.32-12 13 の前奏曲 Op.32

ディプロマ

●下記の楽曲例を参考に要項に従ってプログラムを考え、規定の曲数を演奏してください。
※試験実施が決定次第、要項を配布します。

デ

ィ

プ

ロ

マ

作 曲 者 名 楽 曲 例

デ

ィ

プ

ロ

マ

１
・

２

1 シューベルト / リスト（編曲） 任意の 1 曲
2 メンデルスゾーン 厳格なる変奏曲 ニ短調 Op.54
3 ショパン バラードより 任意の１曲
4 ショパン スケルツォより 任意の１曲
5 ショパン 任意のソナタより 第１楽章
6 ショパン 舟歌 嬰へ長調 Op.60
7 ショパン 幻想曲 ヘ短調 Op.49
8 ショパン 練習曲 Op.10、Op.25 より 任意の１曲
9 シューマン 任意のソナタより　第１楽章

10 シューマン 幻想曲 Op.17 ハ長調より 第１楽章
11 リスト 任意のハンガリー狂詩曲 １曲
12 チャイコフスキー ドゥムカ～ロシアの農村風景 ハ短調
13 ラフマニノフ 前奏曲集 Op.23、Op.32 より任意の 1 曲
14 ラフマニノフ 絵画的練習曲「音の絵」Op.33、Op.39 より任意の 1 曲
15 グラナドス 組曲「ゴィエスカス」より任意の 1 曲
16 ブラームス 任意のソナタより第１楽章または終楽章
17 ブラームス 狂詩曲 Op.119-4 変ホ長調

株式会社ヤマハミュージックジャパン　ヤマハ音楽振興会
-PCG153


