
2023年度
ProceedProceed  Piano GradePiano Grade

参加要項

＜審査会＞
　　　日程　春期　2023年4月1日㈯・2日㈰　申込期間2/10～ 3/10

　　　　　　秋期　2023年9月2日㈯・3日㈰　申込期間7/10～ 8/10

　　　主催　Proceed Piano GradeProceed Piano Grade 運営委員会

　　　後援　ピアノ教育総合研究所
　　　　　　NPO法人アンハードノート・ピアノパラ委員会
　　　　　　株式会社 松尾楽器商会
　　　　　　FAZIOLI ピアノフォルティ株式会社
　　　　　　ユーロピアノ株式会社
　　　　　　有限会社 I.M.C. 音楽出版 日仏文化協会 汐留ホール

　　　　　　伊藤ハープシコード工房　 音楽室ゆらぎ

　　　　　　Music Key　　　　　　 表参道クラシックスペース　　　　 　
　　　　　　ぽーこぁぽーこ　　　　　 ミントの森サロン

　　　　　　かつら愛児園 沖ミュージックサロン

　　　　　　エリーゼ音楽祭 ララクルジャパン

　　　　　　いろはリズム　　 株式会社 音楽事務所BYM

　　　　　　株式会社 デジタルプレス　 株式会社 サーフ・エンターテイメント

　　　　　　ウェルケア　　　　　　　 アーティストピアノサービス株式会社

　　　　　　株式会社 合同資源　　　　 有限会社 エムツープラニング

　　　　　　レベイユ 猪原会計事務所  

　　　　　　　　会場　沖ミュージックサロン
都営三田線「千石」A4出口　徒歩５分
JR山手線   「巣鴨」徒歩15分（ （





＜よくあるご質問＞　　

＜選択曲の一例＞　　  　　　 　

　運営委員
　　石毛智実　　三村則子　　香川美穂　　鶴岡三佳子　　柳楽早苗　　大塚惠理子
　　津村貴子　　浅野　愛　　太田彰子　　沖　　陽子　　飯島弘雄　　壁谷　文男

PPGでは、講座や公開レッスン等の
活動も行なっております。
詳しくはH.Pをご覧下さい。　

A B C

  First 
        Stage

1  バイエル教則本

2  バイエル教則本

 Second
        Stage

3
 チェルニー

 100番練習曲

4
 チェルニー

 100番練習曲

プロシード ピアノ グレード

ピアノソロ／デュオ／アンサンブル

Q．選択曲と自由曲、どちらか一曲でも参加できますか？
A．春期、秋期それぞれ一曲ずつの参加で認定証がもらえます。

Q．前回のレベルより、何段階かレベルアップをして参加しても大丈夫ですか？
A．その時のレベルに合わせて参加可能です。

Q．ピアノデュオで参加する場合はそれぞれに認定証がもらえますか？
A．どちらかお一人、参加者で申し込んだ方に認定証が授与されます。もう一人は賛助出演者

として申し込みしてください。

Q．申し込み時と参加時の学年が変わりますが、新学年で申し込みをしますか？
A．参加時の学年（新学年）で申し込みしてください。

Q．弦楽とのアンサンブルで参加するにはどうしたらいいですか？
A．自由曲として弾きたい曲が、弦楽アンサンブル可能な曲かどうか、事務局にお問い合わせ

ください。参考曲目をご案内していますので、その中から選択していただくこともできます。
曲が決定したら、1～2回のリハーサルがあります。安心して本番を迎えられます。

ProceedProceed  Piano GradePiano Grade

＜申し込み～当日の流れ＞

＜記入例＞

＜グレードシステム＞を参照の上、グレードを選び、選択曲、自由曲を決定します。

弦楽アンサンブルとのピアノ演奏をご希望の方は事務局までお問い合わせください。

参加申込書に記入の上、FAX・郵送・インターネットによるホームページ経由のいずれかで申し込み

参加費の振り込み

開催当日の約一週間前に、受付時間や演奏時間など詳細の記載された案内が届きます。

開催当日、指定の時間に会場で受付をし、プログラムをお受け取りください。

参加した部の演奏が全て終了した後、認定証、講評用紙などが配布されます。

動画審査での参加申し込みも受付いたします。申し込みと振り込みの確認ができましたら
事務局から連絡が入りますので、動画の提出方法をご確認ください。

＜振込先＞郵便振替口座：10590－57971851  イシゲサトミ
＊他の金融機関からお振り込みの場合
　　　ゆうちょ銀行058（普通預金）5797185
＊お申し込み後の返金は致しません。

＜問い合わせ先および送付先＞

　　Proceed Piano GradeProceed Piano Grade 事務局
　　〒290-0071　市原市北国分寺台 4-5-15
　　　　TEL/FAX 0436（42）0601
　　　　E-mail  proceed2016@yahoo.co.jp
　　　　http://www.ensen-ado.com/proceed-piano-grade/

選択曲によるグレードの
級及び選択曲がA～Cに
振り分けられている場合は
それもご記入ください。

同程度の練
習曲集から

選択する場
合は曲集名

も

ご記入くだ
さい。 曲名、作曲者名だけ

でも可。その他わかる範囲で

ご記入ください。

ピアノ連弾
以外での

楽器とのア
ンサンブル

の場合

は、使用す
る楽器名も

ご記入

ください



＜グレードシステム＞　下記①～④のいずれかで受験出来ます。
　１回に2グレード以上の申し込みも可能です。

　　① 選択曲と自由曲の参加……………グレードＰは１曲及び2曲から認定
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　グレード1～14は選択曲1曲と同程度の楽曲１曲、計2曲で認定
　　② 選択曲のみ（１曲受験）…………グレード1～14の選択曲
　　③ 自由曲のみ（１曲受験）…………グレード1～14の選択曲程度の楽曲
　　④ Challenge、グレード15～19……時間内の楽曲 
　　  ○ グレードP～19は認定証が、challenge は参加証が授与されます。　
　　  ○ 1曲受験（②・③）の場合は参加証、次回もう1曲を弾き、計2曲の合格で認定証が授与されます。

　　○選択曲とデュオ、選択曲と他の楽器とのアンサンブルも可能です。　　　
　　○自由曲として弦楽アンサンブルと共にピアノ演奏も出来ます。詳細はお問い合わせ下さい。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  （　）は1曲受験での料金

○リピート（繰り返し記号）は原則的には省略。D.C.（ダ・カーポ）D.S.（ダル・セーニョ）は行います。
○バイエル教則本は標準版で原書番号を確認し、記入して下さい。
○Challenge、グレード15～19は複数曲の場合、同一作曲家でなくても可能です。

「Proceed Piano  GradeProceed Piano  Grade」に参加して楽しく上達しませんか?

を ProceProceed Piano  Graded Piano  Grade（PPG）（PPG）は、ピアノを習い始めたばかりの方から専門的に勉強は、ピアノを習い始めたばかりの方から専門的に勉強
されている方まで、どなたでも参加できる公開形式のグレード審査会です。されている方まで、どなたでも参加できる公開形式のグレード審査会です。

　グレードシステムに基づいた選択曲（練習曲）と自由曲を弾くことは基礎力・演奏力のレ　グレードシステムに基づいた選択曲（練習曲）と自由曲を弾くことは基礎力・演奏力のレ
ベルアップに繋がり、更に次のグレードへと目標を向けることで毎日の練習の励みとなりベルアップに繋がり、更に次のグレードへと目標を向けることで毎日の練習の励みとなり
ます。ます。
　また、時間内自由なプログラムでの演奏や、弦楽アンサンブルとのピアノ演奏も出来ます
ので、いろいろな経験を重ね表現力の幅をより広げて欲しいと思います。
審査会では感染防止に配慮し、少人数制で実施致します。審査会では感染防止に配慮し、少人数制で実施致します。
尚、動画審査の参加もできるようになりました。尚、動画審査の参加もできるようになりました。

を ProceProceed==続ける・進めること。歩み方のペースはそれぞれいろいろ。音楽のある人生続ける・進めること。歩み方のペースはそれぞれいろいろ。音楽のある人生
は素敵です。コツコツ続け、一歩一歩前進することは、この上ない喜びとなります。
継続することで自分を高め、楽しみましょう継続することで自分を高め、楽しみましょう！　！　有意義な活用を期待しております。有意義な活用を期待しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　代表　石 毛 智 実 　代表　石 毛 智 実

◉◉審査員審査員
　　壁谷　文男　　　　壁谷　文男　　ピアノ教育総合研究所代表・PPG審査委員会委員長・同運営委員会特別顧問ピアノ教育総合研究所代表・PPG審査委員会委員長・同運営委員会特別顧問
　　迫田　時雄　　　　迫田　時雄　　NPO法人アンハードノート・ピアノパラ委員会会長NPO法人アンハードノート・ピアノパラ委員会会長
　　飯島　弘雄　　　　飯島　弘雄　　元 文教大学講師元 文教大学講師
　　中島　裕紀　　　　中島　裕紀　　東邦音楽大学教授東邦音楽大学教授
　　三村　則子　　　　三村　則子　　県立大宮光陵高校・松伏高校・城西国際大学講師・PPG役員県立大宮光陵高校・松伏高校・城西国際大学講師・PPG役員
　　石毛　智実　　　　石毛　智実　　PPG代表　同運営委員会委員長PPG代表　同運営委員会委員長
　　香川　美穂　　　　香川　美穂　　ピアノ指導者・PPG役員ピアノ指導者・PPG役員
　　津村　貴子　　　　津村　貴子　　ピアニスト・ピアノ指導者ピアニスト・ピアノ指導者
　　大塚惠理子　　　　大塚惠理子　　音楽人倶楽部代表音楽人倶楽部代表

プロシード　 ピアノ　 グレード

動画審査動画審査弦楽アンサンブル弦楽アンサンブル

ワンポイントレッスンワンポイントレッスン

◉◉審査会の様子審査会の様子

グレード
選　択　曲 自由曲 参加料

A B C

Start Stage P  一般的な教則本 8小節以上の
楽曲１曲

8小節以上の
楽曲2曲 5,000円

First Stage
1  バイエル教則本（標準版番号） 8 ～ 20 21 ～ 40 41 ～ 60  同程度と思われ

 る楽曲
 12小節以上　

7,000円
　（4,000円）2  バイエル教則本（標準版番号） 61 ～ 80 81 ～ 100 101 ～ 106

Second Stage

3  チェルニー 100番練習曲 1～ 20  21 ～ 40 41 ～ 60  （例）ブルクミュラー
   25練習曲

カバ レフスキー
小曲集

9,000円
　（5,000円）4  チェルニー 100番練習曲 61 ～ 80 81 ～ 100

　　　　　　　　　　　　Challenge 　　  3min. 9,000円

Middle Stage

5  チェルニー 30番練習曲 1～ 10

同程度の練習曲 同程度の任意の楽曲 10,000円
　（5,500円）6  チェルニー 30番練習曲 11 ～ 20

7  チェルニー 30番練習曲 21 ～ 30

　　　　　　　　　　　　Challenge  　 　5min. 10,000円

8  チェルニー 40番練習曲 1～ 15
同程度の練習曲 同程度の任意の楽曲 11,000円

　（6,000円）9  チェルニー 40番練習曲 16 ～ 30

　　　　　　　　　　　　Challenge 　     8min. 11,000円

 High Stage

10  チェルニー 40番練習曲 チェルニー 50番練習曲
31 ～ 40
1 ～ 10

同程度の練習曲 同程度の任意の楽曲 12,000円
　（6,500円）11  チェルニー 50番練習曲 11 ～ 30

12  チェルニー 50番練習曲 31 ～ 50

　　　　　　　　　　　　Challenge 　　  10min. 12,000円

 Top Stage
13  モシュコフスキ 15の練習曲 1～ 15

同程度の練習曲 同程度の任意の楽曲 13,000円
　（7,000円）14  ショパン 練習曲 Op.10, Op.25

Special Stage
15 15min.

18,000円
16 20min.

Concert Stage
17 30min. 25,000円

　35,000円18 45min.

Recital Stage 19 60min. 　45,000円

◉ ProceProceed Piano  Graded Piano  Grade に参加すると
　 ♪審査は常任審査員で実施　 ♪審査は常任審査員で実施！！参加者の成長を続けて見守ります。　　参加者の成長を続けて見守ります。　　
　 ♪認定証または参加証と共に、優れた審査員から講評、評価を受けとれます　 ♪認定証または参加証と共に、優れた審査員から講評、評価を受けとれます！！　　
　 ♪審査員によるワンポイントレッスンを、参加者の中より実施　 ♪審査員によるワンポイントレッスンを、参加者の中より実施、、日々の練習に生かすこ日々の練習に生かすこ
　 　 ♪とが出来ますとが出来ます！！
　 　 ♪参加者・指導者へ継続表彰を♪参加者・指導者へ継続表彰を！！（参加ポイント制度で継続をサポート）　　（参加ポイント制度で継続をサポート）　　
　 ♪グレード認定証取得者は、優秀者コンサートでさらにステップアップの機会があり　 ♪グレード認定証取得者は、優秀者コンサートでさらにステップアップの機会があり
　　 ます。　　 ます。

◉◉参加者の声参加者の声
　　  ♪♪発表会以外のイベントに初めて参加しました。手や身体の使い方の細かいアドバ発表会以外のイベントに初めて参加しました。手や身体の使い方の細かいアドバ
　 　イスがとても参考になりました。　 　イスがとても参考になりました。
　　  ♪♪他のコンクールと違い、１０分以上の長い曲もカットせずに弾けるので、自分のペース他のコンクールと違い、１０分以上の長い曲もカットせずに弾けるので、自分のペース
　　  ♪で演奏できました。また挑戦したいです。で演奏できました。また挑戦したいです。
　　  ♪♪貴婦人の乗馬をヴァイオリンとチェロと一緒に弾きました貴婦人の乗馬をヴァイオリンとチェロと一緒に弾きました！！事前リハーサルで呼吸の事前リハーサルで呼吸の
　　  ♪合わ合わせ方を教わり、本番はとても楽しく弾けました。せ方を教わり、本番はとても楽しく弾けました。
　　  ♪♪ 3 年前くらいから定期的に参加していますが、毎回丁寧な講評と認定証をいただけ3年前くらいから定期的に参加していますが、毎回丁寧な講評と認定証をいただけ
　　  ♪て、努力が報われたような感覚です。て、努力が報われたような感覚です。ピアノを続けていく励みにもなっています。ピアノを続けていく励みにもなっています。
　 　 ♪♪動画審査は審査当日の都合が合わない人、私自身のように遠方からの参加も可能と動画審査は審査当日の都合が合わない人、私自身のように遠方からの参加も可能と
　 　なり、とても有難いです。　 　なり、とても有難いです。
　 　 ♪♪具体的な点数による評価や講評は、生徒さんの次の目標にも繋がりますので、今後具体的な点数による評価や講評は、生徒さんの次の目標にも繋がりますので、今後
　 ♪もおすすめしたいと思います。（指導者）もおすすめしたいと思います。（指導者）
　 　 ♪♪ PPGで行っている講座は、レッスンに役立つ内容で大変勉強になっています。（指導者）PPGで行っている講座は、レッスンに役立つ内容で大変勉強になっています。（指導者）

＜優秀者コンサート＞

◉◉優秀者コンサートの様子優秀者コンサートの様子

　　　日程　２０２4年１月14日（日）　　会場　汐留ホール

継続表彰継続表彰

弦楽アンサンブル弦楽アンサンブル


