
＜審 査 員＞ 

主催

フルート部門（中学校の部、高校の部）および声楽部門（高校の部、大学の部）への参加
希望者は、全日本学生音楽コンクールの規定書（1 部 800 円）を購入してください

（50音順、敬称略）

市川　澄子　　荊木　成子
大嶋　恵人　　川原　敦子
鷹木真理子　　萩原のり子
平野　則子

中学校の部

声　楽 部
門

阿部　博光　　新井まどか
高殿　　幸　　高橋　聖純
八條美奈子　　森　　圭吾
山下　絵恋

小学校の部

フルート部
門

池上　　依　　市川　映子
杉田　幸仁　　瀬﨑明日香
多賀　　白　　富岡　雅美
福島　　紫

一般コース
学コン課題曲コース

バイオリン部
門

バイオリン
フルート
声　楽

会場／ふきのとうホール
フルート部門　2021.９.19（日）　バイオリン・声楽部門　2021.９.20（月・祝）

予選

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール

全部門　2021.10.24（日）
本選

2021北海道毎日学生音楽コンクール 参加規定書
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審査部門と参加資格

日程・会場

フルート部門
小学校の部／道内小学校児童（４年生以上）
・予選、本選とも自由曲１曲（５分程度）を演奏する。予選、本選の曲目は同一でも可

予　選

声　 楽部門

中学校の部／道内中学校生徒
・予選、本選とも自由曲１曲（3分程度）を演奏する。予選、本選の曲目は同一でも可
・オペラおよびオラトリオのアリアは原調とする。歌詞は原語、邦語のいずれでも可

バイオリン部門

◆一般コース
◎幼児の部／就学前の児童
◎小学校１年生の部／道内小学校の当該学年児童
◎小学校２年生の部／同
◎小学校３・４年生の部／同
◎小学校５・６年生の部／同
◎中学校の部／道内中学校生徒
◎高　校の部／道内高等学校生徒あるいは同等の課程に
　　　　　　　在籍する学生。且つ2021年４月１日現在
　　　　　　　20歳未満であること
◎大学・一般の部／
　高等学校あるいは同等の課程を修了し、何らかの道内教
　育機関に在籍する学生または個人に師事するなどして
　バイオリンを研修中の者。且つ2021年４月１日現在24歳
　未満であること

◆学コン課題曲コース

◎小学校の部／道内小学校児童（４年生以上）

◎中学校の部／道内中学校生徒

◎高校の部／道内高等学校生徒あるいは同等の課程に
　　　　　　在籍する学生。且つ2021年４月１日現在
　　　　　　20歳未満であること

※予選、本選とも、毎日新聞社が別に主催する「全日本学生
音楽コンクール」の同年度大会と同じ課題曲を演奏する。課
題曲は同コンクールの公式サイトを参照。演奏指示、注意事
項などは全てこれに準ずるものとする

※本コンクールと全日本学生音楽コンクール（以下全日本）
はそれぞれ別個の大会であり、「学コン課題曲コース」は全
日本の北海道予選ではない。両コンクールを重複して受ける
ことは差し支えない。ただし全日本はバイオリン部門の北
海道大会を設けていないので、希望者は規定書（1部800
円）を購入し「東京大会」に別途申し込むこと

※各部の課題曲は最終ページ参照
※幼児の部は予選を行わず本選のみの出場とする

ふるさと参加 高校の部は道内の中学課程を修了した者、大学・一般の部は道内の高等学校または同等の課程を修
了した者のふるさと参加を認める。該当者は申込書に出身校も併記すること

結果発表と各賞について

ワンポイントアドバイスの実施、得点結果の通知

①参加者全員にワンポイントアドバイスを郵送
　予選終了後、各審査員からのワンポイントアドバイ
ス（ミニ講評）を参加者全員に郵送します。本選では
幼児の部のみワンポイントアドバイスを郵送します

フルート部門　　　 　2021年９月19日（日）
バイオリン・声楽部門　2021年９月20日（月・祝）
会場／ふきのとうホール（札幌市中央区北４西６の３六花亭札幌本店６階）

本　選
全部門　　　　　　　2021年10月24日（日）
会場／札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌市中央区中島公園１）

※日程および会場はやむを得ない理由で変更になる場合があります

②得点結果は本人にのみ通知
　予選の得点結果（各審査員の採点および総合点）はワンポ
イントアドバイスとともに参加者全員に郵送で通知します。
本選の得点結果は希望者に限り通知するほか、上位入賞者
の得点結果を張り出しなどで公開する場合があります

・予選通過者の発表は出演番号で行います（氏名は非公開）
・発表は会場内での張り出しと、ウェブサイト上で行います（表彰式はなし）
・感染症予防の観点から、状況により張り出しを中止する場合があります

予　選

本　選 ※入賞者は毎日新聞紙上およびウェブサイト等に氏
　名・学校名・顔写真を掲載することがあります。
　参加者はこれに同意したものとみなします
※審査終了後に会場内で結果張り出し（出演番号の
　み）を行い、ウェブサイト上では入賞者氏名を発表
　します
※部門終了後に表彰式を行います
※感染症予防の観点から、状況により張り出し
　および表彰式は中止する場合があります

以下の各賞を授与します（該当なしの場合もあり）

　◎バイオリン部門一般コース幼児の部
　　　　…………………………　奨励／努力賞

　◎バイオリン部門学コン課題曲コース
　　　　………………………１〜３位／奨励賞
　◎上記以外の各部門各部
　　　　…………　金／銀／銅／奨励／努力賞



参加者注意

申込方法・参加料

◎公式サイト「毎コン 毎日音楽コンクール in 北海道」内の専用フォームから申し込むこと

◎専用フォームは、申し込み受付期間中のみサイト内に設置されます

◎予選参加料（幼児の部は本選参加料）を申し込み時にお支払いください

◎お支払方法はウェブサイト上で別途お知らせします（銀行振込、クレジット決済に対応予定）

◎本選参加料のお支払い方法については、予選通過者に別途お知らせします

◎参加料は別表を参照してください（いずれも税込み）

◎参加料はいかなる理由があっても返却しません

部　門

バイオリン

フルート
声　　楽

小学校の部

幼児の部 1万3000円

〈予選〉

1万3000円

〈本選〉

1万円
〈予選〉

1万6000円

〈予選〉

1万3000円

一　般
コース

学コン
課題曲
コース

小学校の部

中学校の部

高　校の部

小１/小2/小3・4
小5・6/中学/高校
大学・一般の部

中学校の部

カテゴリー 参加料

予選通過者は事務局が
別途支持する方法で
支払うこと

申し込み受付期間

フルート／声楽／バイオリン部門一般コース 2021年７月14日（水）正午〜８月13日（金）
バイオリン部門学コン課題曲コース　　　   2021年７月14日（水）正午〜８月30日（月）

①複数部門に参加することは差し支えないが、同一部門に
重複して参加することはできない。複数部門を受ける者
は申込用紙の欄外に朱筆でその旨を明記する。ただし
申込用紙、参加料はそれぞれ別に提出のこと

②予選・本選ともに公開（有料）の演奏で審査を行う。予選
では各部門各部ごとに本選出場者を決定し、本選では
各部門各部ごとに賞を決定する

③演奏順は本人による抽選を行い決定する

④伴奏はピアノのみとする。予選、本選とも伴奏者は参加
者が委嘱して同伴すること

⑤審査では、別に指示がある場合を除いて暗譜で演奏す
ること

⑥提出曲の変更は認めない

⑦進行上の都合により演奏の途中でカットする場合がある
が、審査には影響しない

⑧予選では、出演者控室および舞台袖に指導者や家族が
出入りすることを禁ずる

⑨楽器等の管理メンテナンスは参加者が自己の責任で事
前に行うこと

⑩声楽部門 高校・大学の部、フルート部門 中学・高校の
部への参加希望者は、全日本学生音楽コンクールの規
定書（1部800円）を購入して申し込むこと

＜調弦について（バイオリン部門のみ）＞
⑪予選の調弦は主催者側が依頼する担当者が行う（小学

生以下全員対象、中学生以上は希望者のみ）。本選では、
主催者側が依頼する担当者が待機するほか、各自で担
当者（指導者も可）を同伴してもよい。申込書に調弦希
望の有無を記入すること

◎2022年３月26日（土）・27日（日）　◎札幌コンサートホールKitara 小ホール

2021年度 受賞記念コンサート ※各部門各部の上位入賞者若干名を出場対象とします
※日程および会場はやむを得ない理由で変更になる場合があります

※今年度から参加受付をオンライン化します

https://www.
maicon-classic.com

お申し込みは

こちらから

コンクールに関する
最新情報を随時更新
申し込みもこちらから

「毎コン 毎日音楽コンクール in 北海道」
https://www.maicon-classic.com/
公式サイト



「学コン課題曲コース」各部は、予選・本選とも
第75回全日本学生音楽コンクールと同じ課題曲を演奏する。演奏指示もそれにならうこと

2021 バイオリン部門 一般コース 課 題 曲
☆予選・本選とも下記リストの中から１曲を選び演奏すること
☆曲目の先頭についている数字は事務局が定めた曲番号です
☆曲番号は申し込みの際に必要となります　　☆別に指示がない限り、繰り返しはなしとする
☆別に指示がない限りD.C.はありとする　　　☆ピアノ伴奏は、前奏・間奏・後奏を可能な限り短くすること
☆幼児の部は全曲とも前奏をカットすること 　 ☆進行上の都合でカットを指示する場合があるが、審査には影響しない

諸
注
意
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☆幼児の部は全曲とも前奏をカットすること◎幼児の部   
  【本選】 
  ❶ベイリー　　　：ロング ロング アゴー
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第１巻指定
  ❷バッハ　　　　：メヌエット№１
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第１巻指定
  ❸バッハ　　　　：メヌエット№３
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第１巻指定
  ❹ウェーバー　　：狩人の合唱
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第２巻指定
  ❺ヘンデル　　　：ブーレ
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第２巻指定
  ❻パガニーニ　　：「妖精の踊り」のテーマ
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第２巻指定
  ❼ハンガリー民謡：マジャールの踊り
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第２巻指定
◎小学校1年生の部
  【予選】
  ❽コレルリ　　　：ガボット
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第２巻指定
  ❾リュリ　　　　：ガヴォット／ガボット
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第２巻指定
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第２巻指定
  10ベートーヴェン：メヌエット ト長調
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第２巻指定
  【本選】
  11リーディング　：ロマンス
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第２巻指定
  12バッハ　　　　：ブーレ　※D.C. なし　
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第３巻指定
  13ザイツ　　　　：コンチェルト №２ト長調 第３楽章
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第４巻指定
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第２巻指定
◎小学校2年生の部
  【予選】
  14リーディング　：コンチェルト ト長調
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第２巻指定
  15ボッケリーニ　：メヌエット
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第２巻指定
  16ザイツ　　　　：コンチェルト №５ニ長調 第１楽章
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第４巻指定
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第３巻指定
  【本選】
  17ヴィヴァルディ：コンチェルト イ短調 第１楽章
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第４巻指定
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第３巻指定
  18ヴィヴァルディ：コンチェルト イ短調 第３楽章
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第４巻指定
◎小学校3・4年生の部   
  【予選】
  19ヘンデル　　　：ソナタ №３ ヘ長調 第２楽章
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第６巻指定
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第３巻指定
  20エックレス　　：ソナタ ト短調 第１･２楽章
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第８巻指定
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第４巻指定
  21ヴィヴァルディ：コンチェルト ト長調 第１楽章
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第５巻指定

  【本選】
  22アッコーライ　：コンチェルト №１イ短調
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第４巻指定
　　　　　　　　※前奏はバイオリンソロの３小節前から演奏すること。
　　　　　　　　　バイオリンは32小節まで弾いて118小節へとぶ
  23コレルリ　　　：ラ･フォリア
　　　　　　　　　　  　　　鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集 第６巻指定
　　※次の各小節をカットして演奏すること。
　　33～48小節／65～80小節／89～96小節／129～160小節
  24ヴィエニアフスキ：オベルタス op.19
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第４巻指定
◎小学校5・6年生の部  
  【予選】
  25ヘンデル　　　：ソナタ №２ト短調 第１･２楽章
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第４巻指定
  26ヘンデル　　　：ソナタ №５イ長調 第１･２楽章
  27ヘンデル　　　：ソナタ №６ホ長調 第１･２楽章
  【本選】
  28モーツァルト　：コンチェルト №３ト長調 第１楽章
　　　　　　　　　　  　　　※カデンツァなし
  29カバレフスキー：コンチェルト ハ長調 第１楽章
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第６巻指定
　　　※前奏は最初から演奏すること。
　　　バイオリンは272小節１拍目まで演奏し、392小節２拍目へとぶ
  30ヴィターリ　　：シャコンヌ
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本 第６巻指定
　　　　　　　　　※前奏はバイオリンソロの４小節前から始める。
　　　　　　　　　   バイオリンは80小節まで弾いて155小節へとび、
　　　　　　　　　   162小節まで弾いて179小節へとぶ
  31クライスラー　：前奏曲とアレグロ「プニャーニの様式による」
  32ベリオ　　　　：コンチェルト №９イ短調 第１楽章

◎中学校の部   
  【予選】 
　バッハ　：無伴奏パルティータ №３ホ長調より
 　　　　　33「Preludio」
 　　　　　34「Gavotte en Rondeau」
 　　　　　35「Bouree」
 　　　　　36「Gigue」
  【本選】
 37ヴュータン　　 ：コンチェルト №４ ニ短調 第１楽章 
 38ブルッフ　　　 ：コンチェルト №１ ト短調 第１楽章 
 39ヴィエニアフスキ：コンチェルト №２ ニ短調 第１楽章 
 40ヴィエニアフスキ：華麗なるポロネーズ ニ長調 op.4
　　　　　　　　　　  　　　新しいバイオリン教本第６巻指定

◎高校の部
  【予選】
 41ローデ　　　　 ：24 のキャプリスより任意の１曲
 42パガニーニ　　 ：24 のキャプリスより任意の１曲

  【本選】自由曲１曲
※13分程度、各自でカットも可、予選の課題曲を除く
◎大学・一般の部
　【予選】【本選】とも高校の部に同じ

    

　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　　　

　　　　　　　　　　  　　　

課題曲は同コンクールの公式サイトを参照

Mainichi Student 

Music concou
rs of Hokkaido

http://gaccon.mainichi-classic.jp/


