第 38 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール参加者皆様へ
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東京国際芸術協会

東京都荒川区荒川 3-74-6-301

TEL:03-6806-7108

FAX:03-3806-8555

第 38 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
全国大会（延期）参加のご案内
拝啓

平素より全日本ジュニアクラシック音楽コンクール事業にご理解とご協力をいただきま

して誠にありがとうございます。
この度、開催を延期させていただいております全国大会の対策につきましてご案内申し上げま
す。対象の皆様は必ずご一読いただきますよう何卒お願い申し上げます。
敬具
記

＜全国大会開催日程・会場・審査員＞※開催予定時刻はあくまで目安です※

2020 年 8 月 13 日（木）清瀬けやきホール・大ホール

10:30~21:30 開催予定

【弦楽器部門】高校生の部
■審査員（敬称略）
山﨑 みのり

武蔵野音楽大学講師

丸山 由里子

武蔵野音楽大学、埼玉県立芸術総合高等学校音楽科講師

保井 頌子

元都立総合芸術高等学校非常勤講師

本庄

千葉交響楽団名誉コンサートマスター

篤子

リマト室内合奏団コンサートマスター
剣持 由紀子

東京ニューシティ管弦楽団ヴァイオリン奏者

大林 典代

元東京都交響楽団ヴァイオリン奏者

2020 年 8 月 14 日（金）清瀬けやきホール・大ホール

10:30~20:30 開催予定

【ピアノ部門】小学生中学年の部
■審査員（敬称略）
三瓶 弥生

洗足学園音楽大学教授

永岡 京子

東邦音楽大学講師

松永 理恵子

聖徳大学講師

塚原 晴美

元東京学芸大学音楽科講師

村田 菜都子

東邦音楽大学附属東邦中学校高等学校兼任主任教諭

赤間 亜紀子

埼玉県立大宮光陵高等学校講師、埼玉新演奏家連盟理事

2020 年 8 月 14 日（金）小松川さくらホール・多目的ホール

10:00~20:30 開催予定

【木管楽器部門】全ての部
■審査員（敬称略）
佐々木

雄二

東邦音楽大学特任教授

荒井 伸一

上野学園大学准教授、元東京フィルハーモニー交響楽団員

田渕 哲也

洗足学園音楽大学、宇都宮短期大学講師

竹森 かほり

元都立総合芸術高等学校非常勤講師
元東京シティフィルハーモニック管弦楽団クラリネット奏者

眞山 美保

元聖徳大学附属取手聖徳女子中学高等学校兼任講師

2020 年 8 月 15 日（土）小松川さくらホール・多目的ホール

10:00~20:30 開催予定

【ピアノ部門】高校 1 年生の部、高校 2 年生の部
■審査員（敬称略）
太田 幸子

東京国際芸術協会会長、東邦音楽大学特任教授

森 直紀

昭和音楽大学講師・元准教授

野中 正

東京音楽大学講師

池田 聡子

洗足学園音楽大学講師

齊藤 香織

洗足学園音楽大学講師

後藤 加奈

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校非常勤講師、元聖徳大学兼任講師

2020 年 8 月 16 日（日）小松川さくらホール・多目的ホール

10:30~20:00 開催予定

【作曲ソロ部門】全ての部
【作曲室内楽部門】全ての部
■審査員（敬称略）
菊池 幸夫

国立音楽大学・同大学院教授

久行 敏彦

洗足学園音楽大学・同大学院教授、東京音楽大学講師

山口 哲人

茨城大学教育学部准教授

松川 裕子

作曲家

【弦楽器部門】小学生の部、大学生の部
■審査員（敬称略）
山﨑 みのり

武蔵野音楽大学講師

飯島 多恵

武蔵野音楽大学講師

益田 みどり

日本弦楽指導者協会関東支部常任理事

本庄

千葉交響楽団名誉コンサートマスター

篤子

事務局次長

リマト室内合奏団コンサートマスター
荒巻 美沙子
大林 典代

(公財)千葉交響楽団団員
元東京都交響楽団ヴァイオリン奏者

2020 年 8 月 17 日（月）小松川さくらホール・多目的ホール

10:30~20:30 開催予定

【声楽部門】全ての部
■審査員（敬称略）
田中 純子

洗足学園音楽大学名誉教授、横浜シティオペラ副理事長

細谷 美直

上野学園大学短期大学部音楽科教授

星 洋二

二期会会員、東京音楽大学准教授

石崎 秀和

東京学芸大学准教授

小野 弘晴

桐朋学園芸術短期大学講師、藤原歌劇団正団員

声楽主任

2020 年 8 月 17 日（月）曳舟文化センター・ホール

10:30~19:30 開催予定

【ピアノ部門】大学生の部
■審査員（敬称略）
北野 裕司

大阪音楽大学准教授

野中 正

東京音楽大学講師

西脇 千花

洗足学園音楽大学講師

藤井 陽子

上野学園大学講師

中津留

絵里加 聖徳大学音楽学部講師

鈴木 恭代

元東京音楽大学専任講師

2020 年 8 月 18 日（火）小松川さくらホール・多目的ホール

11:00~20:00 開催予定

【弦楽器部門】キッズの部、中学生の部
■審査員（敬称略）
荒 庸子

洗足学園音楽大学・同大学院教授
弦楽器コース・洗足学園小学校オーケストラ統括責任者

西田 博

洗足学園音楽大学講師

谷口 哲朗

東京都交響楽団ヴァイオリン奏者

平田 昌平

東京都交響楽団チェロ奏者

大林 典代

元東京都交響楽団ヴァイオリン奏者

2020 年 8 月 18 日（火）曳舟文化センター・ホール

10:30~20:00 開催予定

【金管楽器部門】全ての部
■審査員（敬称略）
伊藤 清

元 NHK 交響楽団、元東京音楽大学教授

福井 功

元 NHK 交響楽団、元武蔵野音楽大学教授

中島 大之

元 NHK 交響楽団ホルン奏者、国立音楽大学教授

佛坂 咲千生

元 NHK 交響楽団、洗足学園音楽大学教授、武蔵野音楽大学非常勤講師

樋口 哲生

元 NHK 交響楽団、昭和音楽大学教授

井川 明彦

NHK 交響楽団奏者、国立音楽大学客員教授

【ピアノ部門】高校 3 年生の部
■審査員（敬称略）
広瀬 宣行

東京音楽大学准教授

北野 裕司

大阪音楽大学准教授

浦川 玲子

東邦音楽大学専任講師

山本 絵理

国立音楽大学講師

末木 裕美

洗足学園音楽大学講師

松永 理恵子

聖徳大学講師

2020 年 8 月 19 日（水）小松川さくらホール・多目的ホール

10:30~21:00 開催予定

【ピアノ部門】小学生高学年の部
■審査員（敬称略）
森 直紀

昭和音楽大学講師・元准教授

山本 絵理

国立音楽大学講師

末木 裕美

洗足学園音楽大学講師

齊藤 香織

洗足学園音楽大学講師

斎藤 節子

元桐朋学園大学講師、元東京音楽大学専任講師

永澤 真紗恵

桐朋学園芸術短期大学講師

2020 年 8 月 19 日（水）曳舟文化センター・ホール

10:30~20:00 開催予定

【弦楽器部門】小学生中学年の部、小学生高学年の部
■審査員（敬称略）
西田 博

洗足学園音楽大学講師

城戸 春子

水戸第三高等学校、取手松陽高等学校、聖徳大学附属女子高等学校講師

益田 みどり

日本弦楽指導者協会関東支部常任理事

剣持 由紀子

東京ニューシティ管弦楽団ヴァイオリン奏者

平田 昌平

東京都交響楽団チェロ奏者

事務局次長

2020 年 8 月 20 日（木）小松川さくらホール・多目的ホール

10:00~21:00 開催予定

【フルート部門】全ての部
■審査員（敬称略）
飯島 和久

上野学園大学短期大学部教授、日本フルート協会代議員

崎谷 直

宇都宮短期大学前教授

上田 恭子

洗足学園音楽大学講師、静岡交響楽団フルート奏者

菊池 奏絵

国立音楽大学、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師

若土 祥子

埼玉県立大宮光陵高等学校、洗足学園音楽大学非常勤講師

丸田 悠太

東京佼成ウインドオーケストラフルート・ピッコロ奏者、
昭和音楽大学、洗足学園音楽大学非常勤講師

吉田 雅信

東京室内管弦楽団首席フルート奏者、
ムラマツフルートレッスンセンター、オトワ楽器講師

金子 博陽

元ウルム市立歌劇場正団員、
元千葉交響楽団首席フルート奏者、ドイツ国家演奏家

2020 年 8 月 20 日（木）清瀬けやきホール・大ホール

10:30~19:30 開催予定

【ピアノ部門】キッズの部、小学生の部
■審査員（敬称略）
山崎 紫乃

上野学園大学教授

堀内 亮

武蔵野音楽大学、武蔵野音楽大学附属音楽教室講師

鈴木 恭代

元東京音楽大学専任講師

笹部 陽子

元洗足学園音楽大学講師

村田 菜都子

東邦音楽大学附属東邦中学校高等学校兼任主任教諭

安味 亜由実

早稲田実業学校非常勤講師、上新井音楽教室主宰

2020 年 8 月 21 日（金）清瀬けやきホール・大ホール

10:00~21:30 開催予定

【ピアノ部門】中学生の部
■審査員（敬称略）
三瓶 弥生

洗足学園音楽大学教授

森 直紀

昭和音楽大学講師・元准教授

永岡 京子

東邦音楽大学講師

堀内 亮

武蔵野音楽大学、武蔵野音楽大学附属音楽教室講師

斎藤 節子

元桐朋学園大学講師、元東京音楽大学専任講師

塚原 晴美

元東京学芸大学音楽科講師

＊注意事項＊
 お申込みの部門、部によって日程と会場が決まっています。
 上記延期日程の部門・部につきましては 38 回大会お申込み時の部門・部となります。
 日程や会場の選択、希望時刻の指定はできません。
 詳細な開催予定時刻につきましては、=
5月 6 月下旬頃に改めてご案内申し上げます。
 ご参加に要する交通費、宿泊費等の諸費用は、すべて参加者様の負担となります。
 延期発表より前に全国大会のご辞退連絡や欠席連絡をいただいている方、参加料のご入金がま
だの方も対象となります。
 上記日程に参加できない方は第 40 回大会（2021 年 3 月開催予定）への振替参加が可能です。
第 40 回大会の募集要項・開催日程につきましては 2020 年 8 月下旬以降を目途に HP 等にて
ご案内申し上げます。
＜お手続き方法＞
■参加ご希望の方
全国大会参加料をご入金いただいていない方は下記の通りお振込みください。
参加料をすでにご入金いただいている方は再度ご入金いただく必要はございません。
参加料のご入金をもって全国大会へのお申込みが完了します（下記期日内に限る）
。
1.銀行振込の場合
ゆうちょ銀行 〇一八支店

普通預金口座

口座番号

口座名義：東京国際芸術協会

2.郵便振替の場合
記号

番号

口座名義：東京国際芸術協会

ピアノ部門/弦楽器部門/
部

フルート部門/木管楽器部門/
金管楽器部門/声楽部門

作曲ソロ部門/作曲室内楽部門
（2 曲応募の場合は 2 倍の参加料）

キッズ

\12,000

－

小学生

\13,000

\13,000

小学生中学年

\13,000

\13,000

小学生高学年

\13,000

\13,000

中学生

\15,000

\15,000

高校生

\16,000

\16,000

大学生

\17,000

\17,000

■参加辞退ご希望の方または第 40 回大会へ振替ご希望の方
延期日程への参加を辞退される方または第 40 回大会への振替ご希望の方は、
専用フォームよりお手続きが必要となります。
お電話でのお手続きはできません。
延期日程にも第 40 回振替にも参加されない方で、すでに全国大会参加料をご入金いただいてい
る方には全国大会参加料を返金致します。
■全国大会曲目変更ご希望の方
全国大会開催が延期になったことに伴い、今大会のみ曲目変更を可能とさせていただきます。
専用フォームよりお手続きが必要となります。
お電話での変更はできません。
期日以降の曲目変更はいかなる理由も受付できません。

入金・辞退・曲目変更期日：2020 年 =
5月11日（月） 6 月 1 日（月）必着
以上

