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             KPAピアノグレード検定　課題曲表

　 関西ピアノ芸術連盟
（2021年改訂版）



♪　目的

　ピアノ学習者がレッスンの中で目標を持ち、人前で演奏することによりピアノ演奏の喜びを感じ、人間的にも大きく成長すること。

♪　受験資格
　ピアノ学習者であれば、とくに資格は問いません。

♪　受験方法
　この受験曲表をもとに、任意の級から受験できます。
　また実力により飛び級が認められます

 

♪　試験内容

下記の表を参考に、該当の級の曲目を１曲ずつ選曲し演奏してください。

バロック曲 課題曲 自由曲

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

展　開
（ ３級～1級）

上級クラス

プレ・ファースト

導　入
（17級～15級）

基　礎
（14級～12級）

応用A
（11級～10級）

応用Ｂ
（９級～７級）

発　展
（ 6級～４級）

☆プレ・ファースト

・・・ 任意の自由曲を１曲演奏してください。

４小節以上の交互奏・両手奏の曲。 片手奏は不可。

バロック曲 ・・・ バロック期に作曲された曲を中心としています。

課題曲表に記載の中から1曲選曲してください。

課題曲 ・・・ エチュードやメソードを中心とした曲です。

課題曲表に記載の中から1曲選曲してください。

自由曲 ・・・ 自由に曲を選曲していただけます。ただし、自作曲は、

選曲できません。



♪　演奏上の注意

① すべて 暗譜で演奏してください。

③ 検定当日のリハーサルはできません。また、練習室の用意もありません。ただし、足台は実施支部にて用意します。

④ 受験者の演奏が始まった後は、指導者からの助言は一切できません。

♪　申込書への記入の注意

※　申込書への記入際は、内容を十分にご確認のうえ、記入もれ、記入ミスのないようにご記入ください。

※　申込締め切りは、検定実施日の2ヶ月前です。

締切日までに、申込書の必着・受験料の払い込みを完了させてください。

※　曲目記入の際は、曲名・作曲者・教本名（出版社）を明記してください。

　　　また、以下の事柄に注意してください。

　・ バイエルなど、原書番号と出版社により作品の番号が異なる場合、ご使用の楽譜の番号をご記入していただいて構いません。

ただし、（　）として原書番号も記入のこと。

・ 曲目に、標題および教本の　NO.　がついている際は、両方ご記入ください。

・ ソナタなどの曲をご使用の際は、作品番号 ・ 調 ・ 楽章を必ずご記入お願いします。

※　動画審査をご希望の場合、動画提出期限は検定試験実施日より14日前までにお願いいたします。

②リピートについては全楽曲において指導者の判断に任せることとし、各楽曲の完成度で審査します。

♪　動画審査について

※　受験曲目など変更のあった場合は、受験日の３週間前（21日前）までにご連絡ください。ただし、受験級の変更は不可とします。



♪　振替受験について

※　やむを得ず、検定試験日程を変更ご希望の場合、振替受験用申込用紙に変更理由を含む、必要事項を明記の上、ご提出をお願いいたします。

※　また、一部負担金として検定料半額分を別途ご入金いただきますので、なるべく変更がないようにご注意ください。

　　曲名とともに受験者名と受験級を明記の上、動画は、koala.piano2020@gmail.comまで送信ください。

※　振替受験日程は本来の受験予定日より一年以内です。受験級の変更は不可とします。



≪　記入例　≫

受　験　曲　目

曲名 作曲者名 教本名
バロック曲 NO.　５３　　「　ブレ　」 G.F.ヘンデル プレ・インヴェンション　（全音）

課題曲 バイエル　NO.99　（原書番号　NO.96） バイエル こどものバイエル教本5　（ドレミ）

自由曲 ソナチネ　Oｐ151 No.1 Gdur 第２楽章 ディアベリ ソナチネアルバム2　（全音）

♪　課題曲表について

この課題曲表に記載されている出版社は、一例としてとりあげています。

けっして、その使用を指示するものではありません。

♪　フリーステージ

　　　 合否、各賞対象外。継続賞は該当します。審査員の先生方からの審査表もいただけます。

申し込みされた制限時間内であれば、演奏曲目・演奏曲数は自由です。

申し込み手続きは、グレード検定と同じです。　



♪　グレード検定・フリーステージ 検定料

　関西ピアノ芸術連盟に登録されている方に指導を受けている受験者は、指導者会員割引の検定料で受験できます。

○グレード ○フリーステージ

会員受験 一般受験 会員受験 一般受験

３,５００円 ４,５００円 ３,０００円 ４,０００円

４,０００円 ５,０００円 ４,０００円 ５,０００円

４,５００円 ５,５００円 ５,０００円 ６,０００円

５,５００円 ６,５００円 ７,０００円 ８,０００円

６,０００円 ７,０００円

７,０００円 ８,０００円

７,５００円 ８,５００円

８,５００円 ９,５００円

９,０００円 １０,０００円 2016年６月改定

プレ・ファースト ３分以内

導　入
（17級～15級）

５分以内

基　礎
（14級～12級）

７分以内

展　開
（ ３級～1級）

上　級
（ 10級～４級）

上　級
（ ３級～１級）

応用A
（11級～10級）

10分以内

応用Ｂ
（９級～７級）

発　展
（ 6級～４級）



導入 17級 課題曲 標準バイエル教則本 原書番号No.7～No.17

バスティン ピアノパーティーC
きのぼり、にちようのホットドッグ、ひらひら ちょうちょ、ブギのリズム、ことりのベッド、なかよしどけい、かぜ
のおばけ、ドナルドおじさん、おたんじょうび おめでとう

バスティン ピアノベーシックスプリマー
おおきなこえとちいさなこえ、２るいへとうるい、かえるのスキップ、たのしいハロウィーン、ノアのはこぶね、ブ
ギ、インディアンのたいこ、ぼくはちいさなティーポット、ルーとあそぼう、おかしなふとっちょゆきだるま

ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．１，２

ピアノランド 1巻(音友）
はらぺこそんぐ、うずまきめだまに なっちゃった、りぼん、おおきくなったら、きつつきさんに ごあいさつ、はじめ
てのワルツ、コアラ コアラ、ゆうぐれのすべりだい、おさるのかごや、えんそくだ わっはっは、ひこうき、ごきげん
こいのぼり、まほうつかいのよる、おしゃれなおじょうさん

アキピアノ教本 1巻（音友）
りょうてでいっしょに、ちゃいろのくまさん、ピアノのれんしゅう、パンダダンパ、シュークリーム、ポチとタマ、ほ
たる、かわりばんこ、たかいおやまに、わたしのともだち、ピアノのほん、ばんごはんのおかず、かいじゅうでてこい

ラーニング トゥ プレイ ブック１（全音） ローローロー ユア ボート、ふるどけい、バンジョウ、風車

うたとピアノの絵本３　りょうて
こうちゃ みるく メロンパン、あおい おそら とんびが、うみのそこに りゅうぐう、くもにのって いくよ、おおきな
おおきな けやきのき、ぞうさんが おみみ ひろげて、かぜ かぜ ふいてよ、つばめになって とんでいくよ、うみへいこ
う ヨットにのろう、やまは たかい おがわ さらさら、とんぼの めを まわす、おやこのイルカ、スキーにいったら

旧版みんなのオルガン ピアノの本 1巻（ヤマハ） おやまのがくたい、ほたる、ヨット、たいこ、１０にんのインディアン

新版みんなのオルガンピアノの本1巻（ﾔﾏﾊ）
あひるのこ、あひるのさんぽ、ちらちらこゆき、おるすばん、あめふり、おやまのがくたい、ほたる、えんそく、ヨッ
ト、なみにゆられて、たいこ、おんがくかい、こどものマーチ、ピアノのおけいこ、のりもの、そよかぜ

トンプソン 小さな手のためのピアノ教本１（全音）
やきゅう、ゆうびんはいたつ、雨さんが屋根から、ボルガのふなうた、だれかさん、とけい、ウェンセラス王さま、お
ねぼうさん、もくば、月の世界、すてきなメロディー、がちょうとかえる、ぼくのふね、そり、ちょうちょ、ふしぎ

初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.４～No.6（aまたはb）
メトードローズ ピアノ教則本 ピアノの一年生 さあ！はじめます、最初の歩み、いなかの踊り、子守唄

ピアノひけるよ ジュニア１（ドレミ）
げんこつやまのたぬきさん、アルプスいちまんじゃく、きらきらぼし、ゆかいなまきば、ビッグ・ベンの かね、バケ
ツのあな、ふしぎなポケット、こぎつね、とんぼのめがね、あかいかわのたにま

ピアノひけるよ ジュニア２（ドレミ）
１０にんのインディアン、１しゅうかん、ロンドンばし、かたつむり、おしょうがつ、まめまき、こいのぼり、たなば
たさま、かっこう（２）、ぶんぶんぶん、ちょうちょう（１）

たのしいポリフォニー １（ヤマハ） 波のカノン、風のカノン

みんなのおけいこ ２ (音友） １５～２８
もりのおんがくかい　にじのはしをわたろうよ　イルカのジャンプ　こんにちはひまわりさん
はげしくあめがふっているよ　うみのおともだち

ぴあのどりーむ3 チクタクチクタク　ヘンゼルとグレーテルのワルツ　のぼっておりてゴールイン
タッカーのひみつのよる　ロシアのダンス　ギャロップ・ポニー　ジャングルのおうさま　タンバリン・パーティー　　　　

おやすみ、あかちゃん　モーツァルトのテーマ　ベートーヴェンのテーマ　みんなでピクニック　ベートーヴェンのドア

うちゅうりょこうにいこう　これが「ドのスケール」　ペットのドラゴン　モーツァルトのかくれんぼ　ゆきのひのココア　

のらねこがっしょうだん　ロックでいこう！　

コン・ブリオ　ハンガリーのダンス　モーツァルトのばんさんかい　あかちゃんふくろう　ベートーヴェンのアクセント　

マーチング・バンド　イルカのゆめ　　モーツァルトのペット　ほしのひかるよぞら 「びっくりこうきょうきょく」のしゅだい

いつでもはくしゅ

グレード検定 課題曲表

ぴあのどりーむ2

はじめてのピアノ・アドヴェンチャーレッスン・ブックB

はじめてのピアノ・アドヴェンチャーレッスン・ブックC



自由曲 課題曲と同程度以上の曲
16級 課題曲 標準バイエル教則本 原書番号No.18～No.28

バスティン ピアノベイシックス プリマー
パソコンのうた、ロー・ロー・ローユアボート、だれかさんがすき、ラベンダーブルー、オーラリー、スカボローフェ
ア、おんぼろぐるま、かんしゃさいのしちめんちょう、うたうろばさん、バスケットボール、ベースギター、ドラゴン
のほらあな、インディアンのおどり、ジングルベル

バスティン ピアノベイシックス レベル１
おねぼうジョン、あたらしいロンドン橋、サンタのそり、いたずらねずみ、うしがえる、おさるといたち、ペルシャの
市場、ぞうさんのワルツ、いざ海へ、ゆうだち、とりがなく

バスティン ピアノパーティーC
おんぷをかぞえよう、ファミコン、ぬりえ、おやすみね、いるかのジャンプ、おたんじょうびおめでとう、シャープの
ダンス、かわくだり、とりだってぬれちゃいや、スタッカートのうた、ものをたいせつに、たからもの、きかんしゃの
うた、ふたりのブギ、うたうオルゴール

ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ.３，４

アキピアノ教本 2巻（音友）
タップダンス、ゆきがふってきた、ぼくのかさ、ローラースケート、トランポリン、てくてくあるく、すみれいろの
セーター、おおきなくるみの木、くじらのかあさん、ボールあそび、ありんこのマーチ、かるがもかあさん

ラーニング トゥ プレイ ブック２（全音） ロッキングチェアー、くつやさん、フェリーボート、ホッピング、カントリーダンス

ピアノランド ２巻(音友）
リズムをたんたかたーん、みかん ころころ、バイバイバイ、おいしい きのこさん、がんばれ うんどうかい、まーちゃ
んのバナナ、オバケやしき、だいふく じぞう、さかあがり、レインレインレイン

旧版みんなのオルガン ピアノの本１巻（ヤマハ）
ドナルドおじさん、のりもの、ピアノのおけいこ、ふうりん、おちば、おどり、たんぼのなかのいっけんや、かざぐる
ま、トロイカ、ぶんぶんぶん、ちょうちょう、すずのへいたいさん

新版みんなのオルガンピアノの本1巻（ﾔﾏﾊ）
おどり、バレエ、たんぼのなかのいっけんや、いねかり、あきのゆうぐれ、１０にんのインディアン、ドナルドおじさ
ん、おちば、もみじ、かざぐるま、トロイカ、ぶんぶんぶん、ちょうちょう

トンプソン 小さな手のためのピアノ教本１（全音）
小さな兵隊さん、戦争ごっこ、大きな船、汽船が着くよ、ハイキング、みつばち、なかよし、なつやすみ、てじなのめ
いじん、まる木ぶね

初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.9,10,11,12
たのしいポリフォニー １（ヤマハ） 春のカノン、秋のカノン、かごめかごめ、ジプシーのおどり、キラキラ星、かえるのうた、かっこう

バッハへの道 １ （音友） No.1,3,4
ピアノひけるよ ジュニア２（ドレミ） あわてんぼうのうた、さよなら、こいぬのマーチ、ちょうちょう（２）、よろこびのうた、ジングルベル、せいじゃのこうしん

ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ５，６，７，８
メトードローズ ピアノ教則本 ピアノの一年生 満足、ブーレ、とべ！小さな蜜蜂よ！,お山の大将、おばあちゃまのお話
みんなのおけいこ ２ (音友） ３３，３５，３６，４７，４８

かっこう　たのしいよる　ちょうちょう　ぶんぶんぶん　どうぶつむらのこてきたい　わたぐもふわり　まほうつかい

もくばのへいたいさん　もりのおんがくかい　ファンタジックパレード　ふうせんのさんぽ　マーチ

はじめてのピアノ・アドヴェンチャーレッスン・ブックB かわいいひばり

シンデレラのワルツ　たのしいピニャータ　はくちょうのみずうみ　きいて、ローディあばさん　とけいのなかのネズミ　　

パジャマでブギウギ　チャイコフスキーのワルツ　ママのやきたてアップルパイ　あばれんぼうのかぜ　まどのあまつぶ

レッツゴーいこう！　

ホタル　ヨットにのろう　かんらん車　おばけやしきのネズミくん　クラシック・ダンス　少年ハンター　ハーフタイム・ショー

ジャグラー　この歌なあに？　ふしぎな歌　うさぎがにげた！　月はどこ！　パーティー・ソング　こげこげ、ボート　　　

かかしの歌　わたしのポニー　こうきょうきょく＜ロンドン＞のしゅだい　おまつりのコマ

自由曲 課題曲と同程度以上の曲

はじめてのピアノ・アドヴェンチャーレッスン・ブックC

ピアノ・アドヴェンチャーレベル1（レッスン＆セオリー）

ぴあのどりーむ３



15級 課題曲 標準バイエル教則本 原書番号No.29～４０（No.32～34を除く）

バスティン ピアノベイシックス レベル１
あさの集合ラッパ、おばけ、だいすきなサッカー、リズムにのって、浮き雲、おまつり、朝のプレリュード、ふくろう
おじさん、いい日、ロックのうた、マーチ

ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．５，６
ラーニング トゥ プレイ ブック２（全音） アロエッタ～バグパイプ

ピアノランド ２巻(音友）
はしれきかんしゃ、ぶらんこ、メリークリスマス、きてごらん みてごらん、パパのおみやげ、ブリキのへいたい、ほ
しのたびびと、にげだせロック、もりのまつりだ、おつきさまのふね

初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.14,22,23
たのしいポリフォニー １（ヤマハ） スラブ舞曲、夕べの鐘、シンコペーション・ダンスⅠ

ピアノひけるよ ジュニア３（ドレミ）

こいぬのマーチ、あわてんぼうのうた、メリーさんのひつじ、よろこびのうた、むすんでひらいて、かえるのがっしょう、
チューリップ、　おもいで、こぎつね、とんぼのめがね、アマリリス、てをたたきましょう、むしのこえ、かねがなる、すい
かのめいさんち、つきのひかりに、おおきなふるどけい、アビニヨンのはしのうえで、やまのおんがくか、バケツのあな、ゆ
かいなまきば

ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ９，１０，１２，１３，１４
メトードローズ ピアノ教則本 ピアノの一年生 小さい円舞曲、月の光に、シュゾン、お父さま！、木のぼりの小さい兵隊さん、かっこう鳥、そら！人形が踊る

旧版みんなのオルガン ピアノの本２巻（ヤマハ）
こいぬ、おもちゃのへいたい、ちゃいろのこびん、さよなら、やまのぼり、おやつ、おやすみなさい、あかいゆうひ、
つきのひかり、パパのおたんじょうび、かっこう、ぶとうかい、らくだ

新版みんなのオルガンピアノの本２巻（ﾔﾏﾊ）
ヘンゼルとグレーテル、こいぬ、ちゃいろのこびん、おもちゃのへいたい、こんにちは、さよなら、やまのぼり、こね
こ、おやつ、おやすみなさい、むすんでひらいて、こうまがはしる、ワルツ、かっこう、ぶとうかい、らくだ



みんなのおけいこ ２ (音友） ５２，５５，５６，５７，６１，６２，６３，６８，７０
みんなのおけいこ 3 (音友） １５，１６，１７，２１，２３，２４
ぴあのどりーむ３ もりのきつつき　はずんだボール

はるのあしおと　つくしのぼうや　おまつりがはじまるよ　森のおまつり　はるかぜ　ポピーがゆれて

ジングルベル　クリスマスのあさ　げんきなおどり　ロンドンばし　しりとり

ボートがゆれる　森のドラム　おこりんぼうのトロール　ロシアのすいへいのおどり　ひつじかいの歌　きょうりゅうの足音　

ふうせんガム

スキップしよう　のこしたポップコーン　バッハの子どものためのメヌエット　ブラームスの子もり歌　ゆめみる午後　

ようせいの銀のハンマー　ぼくは王さま　ムーンライト・メロディー　おさんぽの歌（右手・左手）　春「四季」より

自由曲 課題曲と同程度以上の曲
基礎 14級 課題曲 標準バイエル教則本 原書番号No.45～60

バスティン ピアノベイシックス レベル１ ラルゴ、アロエッテ、おまわりさんとどろぼう、おまつり、聖者がまちにやってくる、喜びのうた、ロックグループ、宇宙遊泳

ラーニング トゥ プレイ ブック３（全音） 人形のポルカ、つなわたり、メヌエット、タランテラ、占い師、ハロウィーン、カンガルーのかけっこ

ピアノランド ３巻(音友）
ピアノランドマーチ、ララバイ、ふゆのペンキやさん、チャイニーズレストラン、ダバダバダ、しんまいピエロ、かっ
ぱのむかしばなし

初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.28,34
たのしいポリフォニー １（ヤマハ） 夏のあけぼの、黒いひとみの
ピアノひけるよ ジュニア３（ドレミ） ぶんぶんぶん、１０にんのインディアン、シューベルトのこもりうた、あかいかわのたにま
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） １５，１６，１７，１８，１９，２０
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション No.7,8

メトードローズ ピアノ教則本 ピアノの一年生
バラ色のメヌエット、ああ かわいい！、ガスコーニュの兵士たち、冬さん さようなら！、お城を攻めとられるな！、
夜の歌、私はいいものを持っているのよ！、よい子よ ねんねしな、春の朝の歌、ブリュターニュの小唄、風車やさん
ねむっちゃだめよ、小さい子守唄

旧版みんなのオルガン ピアノの本２巻（ヤマハ） インディアンのたいこ、かえるのうた、いちばんぼし、ママにんぎょう、おやすみ、かわいいおんがくか、スペインおどり

新版みんなのオルガンピアノの本2巻（ﾔﾏﾊ）
インディアンのたいこ、ああかわいい、かわいいおどり、かえるのうた、パンダのこもりうた、まねっこ、ひとりぼっ
ち、すずのへいたいさん、おいかけっこ、ママにんぎょう、メリーさんのひつじ、かわいいおんがくか、つきのひかり

デュベルノア / ２つの練習曲集Op.176（全音） １～５
みんなのおけいこ 2 (音友） ７１，７２，７３
みんなのおけいこ 3 (音友） ２６，２８，３３，３６，３７，３８

サーカスがやってくるよ　こぎつね　こどものくに　あしおとたかく　せいじゃが町にやってくる　たんぽぽのひとりごと

そよかぜ　森のはる　しずかなながれ　雨のあさ　たのしいこと　小さなワルツ　きつつき　

せいじゃの行進　よろこびの歌　たんていだん　土星のあらし　おいらは海ぞく　女王さまのおでまし　空とぶピーターパン

剣のダンス　夜のきし　ジャズ・ブラスト　

自由曲 課題曲と同程度以上の曲
13級 課題曲 標準バイエル教則本 原書番号No.61～７１（６３，６８，６９，７０，７１を除く）

バスティン ピアノベイシックス レベル２

手をたたきましょう、ロッキーにのぼって、カーニバル、ハーモニックブルース、ルーとあそぼう、おぼろ月夜、深い
海の中で、川くだり、ロック、メリーアン、こげよマイケル、ラベンダーブルー、海兵隊のうた、Kum-Ba-Ya、マク
ドナルドおじさんのロック、オリンピックゲーム、タランテラ、スコットランドのバグパイプ、船出、おおスザンナ、
ルーマニアンラプソディー、宇宙探検、谷を下れば、カントリーガーデン、メヌエットをおどろう、ロックのリズム
で、ソナタのテーマ、たのしいそりすべり、ホ長調のブルース、蒸気機関車、バルカローレ、The Entertainer

ぴあのどりーむ4

ぴあのどりーむ４

ピアノ・アドヴェンチャーレベル1（レッスン＆セオリー）

ピアノ・アドヴェンチャーレベル２Ａ（レッスン・セオリー）

ピアノ・アドヴェンチャーレベル２Ａ（レッスン＆セオリー）



旧版みんなのオルガン ピアノの本 ３巻(ヤマ
ハ)

かわいいピアニスト、ダンス、おしゃべりおうむ、ワルツ、おやすみ、お人形の子もり歌、おもいで、はじめてのかな
しみ、かわいいアウグスティン、子もり歌、なかよし、かわいいミュゼット、人魚のうた、ハイジブンハイジ

新版みんなのオルガンピアノの本 ３巻（ﾔﾏﾊ）
ドイツのおどり、かわいいミュゼット、いいことありそう、人魚のうた、タランテラ、なかよし、バガテル、かわいい
アウグスティン

ラーニング トゥ プレイ ブック３（全音） カバさんのパリ見物～イギリスの兵隊さん

ピアノランド ３巻(音友）
おとぎのくにのコンサート、コロコロコロッケ、おうきゅうのワルツ、たからのダンジョン、バースデーソング、まひ
るのサバンナ、ともだちになりたい、ちちんぷいぷいチャチャチャ、たびたちのうた

メトードローズ ピアノ教則本 ピアノの一年生
シラノ ド ベルジュラック、アルザスの円舞曲、踊り続けましょう、アラビヤの歌、ごきげんよう、むかしの歌、バー
ゼルの思い出、マドロン、かわいいミュゼット、山の歌、マリちゃん パンをおあがりなさい

みんなのおけいこ 3 (音友） ３９，４５，４７，４９，５１，５２，５７，６０，６１，６２，６４
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.176（全音） ６～１０
初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.36,37,47
たのしいポリフォニー １（ヤマハ） 僧院の庭、羊飼いの娘
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．９，１０
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ２１，２２，２３，２４，２５
ぴあのどりーむ４ にんぎょのうた　森のかもつれっしゃ

スイスのうた　春のあこがれ　おやすみなさい　ゆめのなかで　エーデルワイス　インディアンのおどり　アビニョンの橋の上で

かわいいオーガスティン　夏の夕ぐれ　モデラート　おたんじょう日マーチ　アルプスの朝　夕べのうた　森のパーティー

おどり

ピアノ・アドヴェンチャーレベル２Ａ（レッスン＆セオリー） ブギウギ・バンド　おちばがまう　ヘビつかい

はかないゆめ　フック船長のロックンロール・パーティー　フルーツ・キャンディー工場の音　スペインのカバレロ

ガタゴトかもつ列車　ねこふんじゃった　ジャンピング・ジャズ・キャット　見たことあるかい？　スケーターズ・ワルツ

フランスばんざい　ブン！ブン！　馬車　ビーチ・パーティー　風にのって　かぼちゃのブギ　付点をかざろう　

女王へいかばんざい　新世界のテーマ　

自由曲 課題曲と同程度以上の曲
12級 課題曲 標準バイエル教則本 原書番号No.72～７９

バスティン ピアノベイシックス レベル３
サタデーナイトブギ、ラクダのキャラバン、波のおはなし、メージャーマイナーバップ、マーチ、Aマイナーのプレ
リュード、谷を下れば、山の上、吟遊詩人のうた、起床ラッパ、王様の行進、三つ子のマーチ、闘牛士、草けいば、ジ
プシーおどり、天国と地獄、ウインナワルツ、ドイツ民謡、星条旗よ永遠なれ

みんなのオルガン ピアノの本 ３巻（ヤマハ） ロシアのおどり、朝、こいぬ、かけあし、メロディー、ラ・クラカチャ
みんなのオルガン ピアノの本 ４巻（ヤマハ） きつつき、むかしばなし

新版みんなのオルガンピアノの本３巻（ﾔﾏﾊ）
ライオンの行進、木こり、おもいで、小さなプレリュード、ポーランドのおどり、子もり歌、メヌエット、ペトルー
シュカ、むかしの歌

新版みんなのオルガンピアノの本 ４巻（ﾔﾏﾊ）
ロシアのおどり、マラゲーニャ、きつつき、ファンファーレ・メヌエット、くまのおどり、おばけやしき、野いちご、
ドイツのおどり、山のこだま

ラーニング トゥ プレイ ブック４（全音） カナリヤの音楽会、火星、ケークウォーク

ピアノランド４巻(音友） カミナリこぞうがとんでった、熱帯魚、眠り姫、あやしいランプ
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.176（全音） １１～１５
メトードローズ ピアノ教則本 ピアノの一年生 ヴェニスの謝肉祭、子羊、羊飼いの少女、アイルランドの歌、チロルの歌、民謡、夕べの星、お人よしの王様

ぴあのどりーむ５

ピアノ・アドヴェンチャーレベル２Ｂ（レッスン＆セオリー）



初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.38～４１，４３
たのしいポリフォニー １（ヤマハ） 遠くと近くと
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．１１～１９
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ２６，２７，２８

野ばらと野いちご　エチュード　ロンド　春のよろこび　ことりの音楽会　おもちゃの行進　小さなようせいのワルツ　

花のファンタジー

小さなオルゴール　まほうの笛　ロンぐロングアゴー　楽しいおどり　秋の夕ぐれ　楽しい朝　つばめとそよ風　ピエロ

まいごの子りす　ギャロップ　ちょうちょうを追って　ぶとう会　大きなボール小さなボール　しずかな春　あこがれ　

海のファンタジー　やどかりのさんぽ　草原の白い花　楽しいお休み　

ピアノ・アドヴェンチャーレベル２Ｂ（レッスン＆セオリー） ヨークしょうぐんとへいたいの行進　月夜のカヌー　トルコ行進曲　ラテンのムード　アリア　ほたるの光

ルッキング・グラス川　イエロー・バード　朝　かっこいいウォーキング・ベース　７番街のブルース　月食　コサックの乗馬　

シラカバの国　ソナチネハ長調　マラゲーニャ　スラヴ行進曲　ひとりぼっちの水兵のブルース　スカボローフェア

お休みの日のそりすべり　キャンベルたちがやってくる　フニクリ・フニクラ　アレグロニ長調　チャイコフスキーのテーマ

自由曲 課題曲と同程度以上の曲
応用A 11級 バロック やさしいインヴェンション（教育芸術社） P.75 メヌエット（フィッシャー）、P.80 カドリーユ（１）

プレ・インヴェンション（全音） P.44 カンツォネット（ネーフェ）、P46 スケルツォ（ミュラー）、P47 メヌエット（クリーガー） 

やさしい4期の名曲集(全音） P.18 イントラーダ（J.S.バッハ）
エチュード 標準バイエル教則本 原書番号No.80～９０

旧版みんなのオルガン ピアノの本４巻（ヤマハ）
きれいなながれ、ビルおじさんのやぎ、ゆれるおふね、マラゲーニア、野いちご、スイスの歌、優美なワルツ、アビニ
ヨンの橋の上で、タランテラ、ジプシーダンス、チャイニーズセレナーデ、アベマリア、つむぎ歌、アマリリス、子守
り歌、さくらさくら、かわいいかくれんぼ、オオスザンナ、スワニー河、かわいいクレメンティー、聖夜

新版みんなのオルガンピアノの本 ４巻（ﾔﾏﾊ）
きれいなながれ、アヴィニヨンの橋の上で、マズルカ、メヌエット、夕べの祈り、つむぎ歌、まねっこハムスター、
チャイニーズセレナーデ、めんどりのひとりごと、メヌエット、カプリース、舟歌、遊んでいる子どもたち、「ピアノ
初心者のために」より第17番、昔のおはなし、レントラー

バスティン ピアノベイシックス レベル３
真夜中の嵐、剣士の入場、ラテンセレナーデ、ヤコブのはしご、変ニ長調のプレリュード、３/４拍子のおどり、レッ
ドリバーの谷、ジャマイカ島のスウィング、夕べのいのり、春の歌、ありあ「フィガロの結婚」より、エリーゼのため
に

ブルクミュラー２５の練習曲（各社版） すなおな心、アラベスク、パストラル、小さなつどい

初歩のピアノ練習曲集 Ⅰ（ヤマハ） No.48～50

ピアノ・アドヴェンチャーレベル３（レッスン＆セオリー）

ぴあのどりーむ５

ぴあのどりーむ６







ピアノランド ４巻(音友）
センチメンタル、ペンギンペンギン、ぶどぅるふぁー、秋のエチュード、動物園は大さわぎ、ゆれるメロディー、あた
らしいドレス、陽気なふたり、草原のたたかい、天の調べ

ピアノの練習ABC(音友） No.1～６
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.176（全音） １６～２０
ルモワーヌこどものための５０の練習曲　 １～８
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．２０～３３（２７を除く）
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ２９，３０，３１，３２，３３，３４，３５，３６

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
10級 バロック やさしいインヴェンション（教育芸術社） P.40インヴェンション（１９）、P.83 タンブラン（ラモー）

プレ・インヴェンション（全音） P.14 スケルツィーノ（テレマン）,P.75 インパーティネンス（ヘンデル）P.76ブレ（ヘンデル） 
やさしい4期の名曲集(全音） P.13 エア（J.ブロウ）

エチュード 標準バイエル教則本 原書番号No.91～106

バスティン ピアノベイシックス レベル４

ロマンス、スペインのギター、冬の讃歌、第一転回ブギ、風の歌、第二転回ロック、野性の騎士、宇宙旅行、はち、ア
クロバット、Sonatina in C、ブルーグラス、お城見物、ニューオリンズカーニバル、おばけ屋敷、段違い平行棒、
ミッドナイトエクスプレス(真夜中の超特急）、ッレード通り、スイス製オルゴール、全世界は主の御手に、メヌエッ
ト、イブニングセレナーデ、水車、ウィリアムテル序曲

ブルクミュラー２５の練習曲（各社版） 無邪気、進歩、清らかな小川、優しく美しく、狩、やさしい花、せきれい
初歩のピアノ練習曲集 Ⅱ（ヤマハ） No.6 ～12
ピアノの練習ABC(音友） No.7～10
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.176（全音） ２１～２５
ルモワーヌこどものための５０の練習曲　 ９～１６
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．３４～４９
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ３７，３８，３９，４０

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲

応用B 9級 バロック プレ・インヴェンション（全音）
P.15 アレグレット（テレマン）、Ｐ26 メヌエットBWV Anh.116(J.S.バッハ）、P.41アントレ（L.
モーツァルト）、P.52メヌエット（ラモー）

バッハ / 小プレリュードと小フーガ（全音） P.13 「１２の小プレリュード、初歩者のための練習」No.2
エチュード ブルクミュラー２５の練習曲（各社版） 別れ、コンソレーション、シュタイヤー舞曲、バラード、ちょっとした悲しみ

ピアノの練習ABC(音友） No.1１～１４
ルモワーヌこどものための５０の練習曲　 １７～２４
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．５０～５６
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ４２，４４，４５，４６，４７，４８，４９
チェルニーやさしい２０の練習曲 １～８
初歩のピアノ練習曲集 Ⅱ（ヤマハ） No.15～21

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲

8級 バロック プレ・インヴェンション（全音）
P.15 アレグレット（テレマン）、P.41アントレ（L.モーツァルト）、
P.9小フーガNo.4（ローリー）、P.13小さなカノンＯｐ.14-52（クンツ）

ピアノのステージＡ（カワイ） Ｐ.47 リゴドン（ダカン）
バロック名曲集　上巻（全音） Ｐ.74 タンブーラン



エチュード ブルクミュラー２５の練習曲（各社版） おしゃべりさん、気がかり、アヴェ・マリア、タランテラ
ピアノの練習ABC(音友） Ｎｏ．１６～１８
ルモワーヌこどものための５０の練習曲　 ２５～３２
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．５７～６１
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ５０，５１，５２，５３，５４
チェルニーやさしい２０の練習曲 ９～１４
初歩のピアノ練習曲集 Ⅱ（ヤマハ） No.24～32

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲

7級 バロック プレ・インヴェンション（全音） Ｐ.16 ジーグ (テレマン)Ｐ.18 リゴードン(テレマン)Ｐ.19 ポロネーズ BWV Anh.119(バッハ)
ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ） Ｐ7． ダンス
ピアノのステージＡ（カワイ） Ｐ．8 ブレ（Ｆ．クープラン）

エチュード ブルクミュラー２５の練習曲（各社版） 天使の合唱、バルカロール、再会、つばめ、乗馬

ピアノの練習ABC(音友） Ｎｏ．１９～２１
ルモワーヌこどものための５０の練習曲　 ３３～４０
ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ５５，５６，５７，５８，５９
ツェルニー/初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．６２～６９
チェルニーやさしい２０の練習曲 １５～２０
初歩のピアノ練習曲集 Ⅲ（ヤマハ） Ｎｏ．５～７、１０，１４，１５

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
発展 6級 バロック バッハ/フランス組曲 第5番 BWV816（各社版） ガボット

バッハ/フランス組曲 第６番 BWV817（各社版） ポロネーズ、メヌエット……..よりいずれか1曲

ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ）
Ｐ．8  フゲッタ（アルマンド）、Ｐ．10 プレリュード（シサコフ）、
Ｐ．14 メヌエット（ニッヒェルマン）、Ｐ．27 バレー（キルンベルガー）

バロック名曲集　下巻（全音） Ｐ．72 ロンドによるメヌエット（リュリ）
エチュード ピアノの練習ABC(音友） Ｎｏ．２３～２５

ルモワーヌこどものための５０の練習曲　 ４１～５０
ツェルニー/リトルピアニスト（全音） ６０，６１，６２，６３，６４
ツェルニー/初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．７０～７６
ツェルニー/30番練習曲（各社版） 任意の一曲
ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
初歩のピアノ練習曲集 Ⅲ（ヤマハ） Ｎｏ．１６～２５

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
5級 バロック バッハ/パルティータ第1番（各社版） メヌエットⅠ、Ⅱ

バッハ/フランス組曲 第5番 BWV816（各社版） ガボット
バッハ/フランス組曲 第６番 BWV817（各社版） ポロネーズ、メヌエット……..よりいずれか1曲

ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ）
Ｐ．8  フゲッタ（アルマンド）、Ｐ．10 プレリュード（シサコフ）、Ｐ．12 フーガ（パッヘルベル）、Ｐ．14 メ
ヌエット（ニッヒェルマン）、Ｐ．16 アリア（ヘンデル）、P.17アレグロ（テュルク）、Ｐ．18 メヌエット（モー
ツァルト）、Ｐ．19 メヌエット（Ａ．スカルラッティ）、Ｐ．27 バレー（キルンベルガー）





バロック名曲集　下巻（全音） P.19 ホーンパイプ（パーセル）
エチュード ツェルニー/リトルピアニスト（全音） ６５，６６，６７

ツェルニー/初歩者のためのレクリエーション（全音）Ｎｏ．７７～８５
ツェルニー/30番練習曲（各社版） 任意の一曲
初歩のピアノ練習曲集 Ⅲ（ヤマハ） Ｎｏ．２７～３６
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.120（全音） １～３
ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
芥川也寸志 / ２４の前奏曲（カワイ） Ｎｏ．７ イ長調

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
4級 バロック バッハ / パルティータ第1番（各社版） ジーグ、メヌエットⅠ、Ⅱ

バッハ / フランス組曲 第5番 BWV816（各社版） ガボット
バッハ / フランス組曲 第６番 BWV817（各社版）アルマンド、クーラント、ガボット、ポロネーズ、メヌエット、ブレ..よりいずれか1曲
バッハ / 小プレリュードと小フーガ（全音） Ｐ．20「１２の小プレリュード、初心者のための練習」Ｎｏ．８

ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ）
Ｐ．12 フーガ（パッヘルベル）、Ｐ．16 アリア（ヘンデル）、P.17アレグロ（テュルク）、Ｐ．18 メヌエット
（モーツァルト）、Ｐ．19 メヌエット（Ａ．スカルラッティ）、Ｐ．20 アレグロ（Ｃ．Ｐ．Ｅバッハ）、Ｐ．21
ブーレ（Ｌ．モーツァルト）、Ｐ．24 プレリュード（ベーム）、Ｐ．25モデラート（テレマン）

バロック名曲集　下巻（全音） P.19 ホーンパイプ（パーセル）
エチュード ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ６８，６９，７０

ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．８６～９１
ツェルニー / 30番練習曲（各社版） 任意の一曲
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.120（全音） ４～８
ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
ピアノ練習曲集Ⅰ（ヤマハ） Ｎｏ．１，２、１５～２０

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
展開 3級 バロック バッハ / パルティータ第1番（各社版） メヌエットⅠ、Ⅱ

バッハ / フランス組曲 第３番 BWV814（各社版）アングレーゼ
バッハ / フランス組曲 第5番 BWV816（各社版） クーラント、ガボット
バッハ / フランス組曲 第６番 BWV817（各社版）ガボット、ポロネーズ、メヌエット、ブレ..よりいずれか1曲
バッハ / インヴェンション（各社版） 任意の一曲
バッハ / 小プレリュードと小フーガ（全音） 「１２の小プレリュード、初心者のための練習」Ｐ．12Ｎｏ．1、Ｐ．26Ｎｏ．12
ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ） Ｐ．26 幻想曲（テレマン）、Ｐ．29 プレリュード（ツィポリ）

エチュード ツェルニー / リトルピアニスト（全音） ７１，７２，７３
ツェルニー初歩者のためのレクリエーション Ｎｏ．９２～９５
ツェルニー / 30番練習曲（各社版） 任意の一曲
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.120（全音） ９～１２
ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
ピアノ練習曲集Ⅰ（ヤマハ） Ｎｏ．２４～３６

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
2級 バロック バッハ / フランス組曲 第２番 BWV813（各社版）コレンテ、メヌエット１，２　



バッハ / フランス組曲 第３番 BWV814（各社版）アングレーゼ、メヌエット１，２
バッハ / フランス組曲 第5番 BWV816（各社版） アルマンド、クーラント、ガボット、ブーレ
バッハ / フランス組曲 第６番 BWV817（各社版）ガボット、ポロネーズ、メヌエット、ブレ..よりいずれか1曲
バッハ / インヴェンション（各社版） 任意の一曲
バッハ / 小プレリュードと小フーガ（全音） 「初心者のための６つの小プレリュード」Ｐ．２７Ｎｏ．１
ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ） Ｐ．35 デュエット（ヘスラー）、Ｐ．38 お気に入り（ヴィットハウアー）

エチュード ツェルニー / 30番練習曲（各社版） 任意の一曲
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.120（全音） １３～１５
ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
ピアノ練習曲集Ⅱ（ヤマハ） Ｎｏ．４～６、９，１１，１５，１８

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲
1級 バロック バッハ / フランス組曲 第２番 BWV813（各社版）コレンテ、エア、メヌエット１，２、ジーグ　

バッハ / フランス組曲 第３番 BWV814（各社版）アングレーゼ、メヌエット１，２、ジーグ
バッハ / フランス組曲 第5番 BWV816（各社版） アルマンド、クーラント、ガボット、ブーレ
バッハ / フランス組曲 第６番 BWV817（各社版）ガボット、ポロネーズ、メヌエット、ブレ、ジーグ
バッハ / インヴェンション（各社版） 任意の一曲
ダカン かっこう
ポリフォニーアルバム ２（ヤマハ） Ｐ．39 ソナタ ニ短調（チマローザ）、Ｐ．40 フーガ（パッヘルベル）

エチュード ツェルニー / 30番練習曲（各社版） 任意の一曲
ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
ピアノ練習曲集Ⅱ（ヤマハ） Ｎｏ．２１，２２，２６，２７

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲

上級 10級 バロック バッハ / フランス組曲第5番BWV816（各社版） サラバンド
バッハ / フランス組曲第6番BWV817（各社版） サラバンド
チマローザ / ソナタ集1　（全音) No.22 ・ No.37
ポリフォニーアルバム２　（ヤマハ） P.42アンダンテ・コンモート（ミュラー）、P.44フーガ（テレマン）
バッハ　/　インヴェンション　（各社版） 任意の一曲
アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集 マーチ　変ホ長調　ＢＷＶ.Ａｈｎ.127
スカルラッティ / （各社版） ソナタ　K.9 / L.413

エチュード ピアノ練習曲集Ⅱ　(ヤマハ） No.29、30、34～36
ツェルニー/40番練習曲　（全音） 任意の一曲
ツェルニー / 30番練習曲（各社版） 任意の一曲
デュベルノア / ２つの練習曲集Op.120（全音） ９～１２

上　　級



ブルクミュラー１８の練習曲 任意の一曲
ピアノ練習曲集Ⅰ（ヤマハ） Ｎｏ．２４～３６

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９級 バロック ポリフォニーアルバム２ （ヤマハ） P.45ブーレー（Ｗ・Ｆ・バッハ）

バッハ/インヴェンション (各社版) 任意の一曲
アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集 ポロネーズ　ト長調　ＢＷＶ.Ａｈｎ.130
スカルラッティ / （各社版） ソナタ　K.2 / L.388

エチュード ピアノ練習曲集Ⅲ（ヤマハ） Ｎｏ.１～１２　２、9、10を除く
ツェルニー / 40番練習曲 （全音） 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲

バッハ/フランス組曲第1番　BWV 812　(各社版) メヌエット２
バッハ/フランス組曲第３番　BWV 81４　(各社版)メヌエット （メヌエット・トリオ）
バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲

エチュード ピアノ練習曲集Ⅲ（ヤマハ） Ｎｏ.14～18、20～２４
ツェルニー / 40番練習曲 （全音） 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲

バッハ/フランス組曲第３番　BWV 81４　(各社版)アングレーズ
バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
スカルラッティ / （各社版） ソナタ K.208 / L.238

エチュード ピアノ練習曲集Ⅲ（ヤマハ） Ｎｏ.26、33～36
ツェルニー / 40番練習曲 （全音） 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　
６級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲

バッハ/フランス組曲第2番　BWV 813　(各社版) クーラント
バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集 アリア　ト短調　ＢＷＶ.988/1
スカルラッティ / （各社版） ソナタ ホ長調 K..380/L..23

エチュード ツェルニー / 40番練習曲 （全音） 任意の一曲
自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　

５級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲
バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集 チェンバロのためのソロ　ＢＷＶ.Ａｈｎ.129
ヘンデル / 愉快なかじや (組曲No.5ホ長調 エアとヴァリエーション)
スカルラッティ / （各社版） ソナタ K.1 / L.366

エチュード ツェルニー / 40番練習曲 （全音） 任意の一曲
自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　

4級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲



バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
バッハ　/ 平均律 （各社版） 任意の一曲
アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア小曲集 コラール　イ短調ＢＷＶ.691
スカルラッティ / （各社版） ソナタ　K.20 / L.375
バロック名曲集　下巻 （全音） P92 めんどり（ラモー）

エチュード ツェルニー / 40番練習曲 （全音） 任意の一曲
ツェルニー / 50番練習曲 （全音） 任意の一曲
クラーマー=ビューロー　60の練習曲 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　
３級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲

バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
バッハ　/ 平均律 （各社版） 任意の一曲
スカルラッティ / （各社版） ソナタ  K.24 / L.495

エチュード ツェルニー / 50番練習曲 （全音） 任意の一曲
クラーマー=ビューロー　60の練習曲 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　
2級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲

バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
バッハ　/ 平均律 （各社版） 任意の一曲
バッハ　/ イタリア協奏曲 BWV.971 第1楽章
スカルラッティ / （各社版） ソナタ K.119 / L.415
バロックピアノ曲集（春秋社） P57恋のうぐいす（F.クープラン）

エチュード ツェルニー / 50番練習曲 （全音） 任意の一曲
クラーマー=ビューロー　60の練習曲 任意の一曲
ショパン /エチュ―ド  Ｏｐ.１０、Ｏｐ．２５ 任意の一曲
モシュコフスキー / 15の練習曲　Ｏｐ．72 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲　　　
1級 バロック バッハ / インヴェンション （各社版） 任意の一曲

バッハ/3声シンフォニア（各社版） 任意の一曲
バッハ　/ 平均律 （各社版） 任意の一曲
バッハ　/ イタリア協奏曲 BWV.971 第３楽章
スカルラッティ / （各社版） ソナタ K.513 / L.S.3

エチュード ツェルニー / 50番練習曲 （全音） 任意の一曲
クラーマー=ビューロー　60の練習曲 任意の一曲
ショパン /エチュ―ド  Ｏｐ.１０、Ｏｐ．２５ 任意の一曲

自由曲 バロック、エチュードと同程度以上の曲


