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 本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

 

 
 金管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクール

選手権」は、

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

的に沿って本選手権を開催する。

① 児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。

② 金管バンド指導者の研修の場を提供する。

③ 児童の演奏能力と音楽性を高める。

 

 
1. 構成メンバーは小学生と

2. 参加人数は、

3.  小学生による

   ※2団体以上の合同参加も可と

       (但し、

4.指揮者の資格は問わないが

 

 
1. 課題曲においては、楽譜指定通りの

※ただしコルネットはトランペット

       E♭
    フリューゲルは

 
2.  自由曲の編成は、金管楽器及び打楽器

  ＊マーチング管楽器での演奏は不可とする。

    ＊ピアノの使用は可能

 
3. 2012日年度

《パッサカリア

   本体価格

※ティーダ出版にてお取り扱い

 
4. 演奏に際して、

・課題曲は

・課題曲は

・自由曲での歌、踊りは認めない

・楽譜にスタンドプレイの

  ※自席を離れ前に出ての演奏は禁じる

  ※以上の規約違反の場合、最終得点から

   

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクール

選手権」は、国内唯一の大会であり、

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

的に沿って本選手権を開催する。

児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。

金管バンド指導者の研修の場を提供する。

児童の演奏能力と音楽性を高める。

構成メンバーは小学生と

参加人数は、15名以上とする（指揮者は含まない）。

による、学校教育活動のバンド、社会教育活動のバンド

団体以上の合同参加も可と

但し、1団体の構成員が

指揮者の資格は問わないが

課題曲においては、楽譜指定通りの

ただしコルネットはトランペット

♭コルネットはコルネットかトランペット

フリューゲルは

の編成は、金管楽器及び打楽器

＊マーチング管楽器での演奏は不可とする。

＊ピアノの使用は可能

年度 課題曲

パッサカリア-2012
本体価格 ￥4,500
ティーダ出版にてお取り扱い

演奏に際して、 
・課題曲は指定された楽器で演奏する事。

課題曲は記譜された音・音域を変更しない事。

・自由曲での歌、踊りは認めない

・楽譜にスタンドプレイの

※自席を離れ前に出ての演奏は禁じる

※以上の規約違反の場合、最終得点から

◆

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクール

国内唯一の大会であり、

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

的に沿って本選手権を開催する。 
児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。

金管バンド指導者の研修の場を提供する。

児童の演奏能力と音楽性を高める。

構成メンバーは小学生とする。 
名以上とする（指揮者は含まない）。

、学校教育活動のバンド、社会教育活動のバンド

団体以上の合同参加も可と

の構成員が15
指揮者の資格は問わないが、課題曲・自由曲ともに同一指揮者とする。

課題曲においては、楽譜指定通りの

ただしコルネットはトランペット

コルネットはコルネットかトランペット

フリューゲルは第3コルネット

の編成は、金管楽器及び打楽器

＊マーチング管楽器での演奏は不可とする。

＊ピアノの使用は可能とするが、使用料は演奏団体負担とする

課題曲 
2年委嘱曲》

4,500＋税 （フルスコア・パート譜・参考音源

ティーダ出版にてお取り扱い

指定された楽器で演奏する事。

記譜された音・音域を変更しない事。

・自由曲での歌、踊りは認めない

・楽譜にスタンドプレイの指示がある場合のみ自席にて演奏可

※自席を離れ前に出ての演奏は禁じる

※以上の規約違反の場合、最終得点から

◆全日本小学生

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

◆

管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクール

国内唯一の大会であり、全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。

金管バンド指導者の研修の場を提供する。

児童の演奏能力と音楽性を高める。 

 
名以上とする（指揮者は含まない）。

、学校教育活動のバンド、社会教育活動のバンド

団体以上の合同参加も可とする。 
15名以下の場合に限る。

課題曲・自由曲ともに同一指揮者とする。

編成、演奏曲

課題曲においては、楽譜指定通りの編成と致します

ただしコルネットはトランペットでも可

コルネットはコルネットかトランペット

コルネットでも可。

の編成は、金管楽器及び打楽器のみとする。

＊マーチング管楽器での演奏は不可とする。

が、使用料は演奏団体負担とする

》作曲／阿部勇一

（フルスコア・パート譜・参考音源

ティーダ出版にてお取り扱い頂いており

指定された楽器で演奏する事。 
記譜された音・音域を変更しない事。

・自由曲での歌、踊りは認めない(歌詞を伴わないヴォーカリーズやスキャットは認める

がある場合のみ自席にて演奏可

※自席を離れ前に出ての演奏は禁じる。

※以上の規約違反の場合、最終得点から

全日本小学生金管バンド連盟の目的

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

◆開催趣旨◆

管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクール

全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。

金管バンド指導者の研修の場を提供する。 
 

 
参加資格 

名以上とする（指揮者は含まない）。 
、学校教育活動のバンド、社会教育活動のバンド

名以下の場合に限る。また市町村をまたぐ合同バンドは認め

課題曲・自由曲ともに同一指揮者とする。

演奏曲及び演奏時間

致します。 
可。 

コルネットはコルネットかトランペットでも可。

でも可。バリトンはユーフォニア

とする。 
＊マーチング管楽器での演奏は不可とする。 

が、使用料は演奏団体負担とする

阿部勇一 
（フルスコア・パート譜・参考音源

頂いております。 お問い合わせ

 
記譜された音・音域を変更しない事。 

歌詞を伴わないヴォーカリーズやスキャットは認める

がある場合のみ自席にて演奏可

。 
※以上の規約違反の場合、最終得点から5点を減じる

金管バンド連盟の目的

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

◆ 

管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクール

全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。

 

、学校教育活動のバンド、社会教育活動のバンドとする

また市町村をまたぐ合同バンドは認め

課題曲・自由曲ともに同一指揮者とする。

及び演奏時間 

でも可。 
バリトンはユーフォニア

が、使用料は演奏団体負担とする。 

（フルスコア・パート譜・参考音源CD
お問い合わせTEL

歌詞を伴わないヴォーカリーズやスキャットは認める

がある場合のみ自席にて演奏可。 

点を減じる。 

金管バンド連盟の目的◆ 

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。

管楽器・打楽器で構成される金管バンドのみを対象としたコンクールである「全日本小学生金管バンド

全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

児童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てる。 

とする。 

また市町村をまたぐ合同バンドは認め

課題曲・自由曲ともに同一指揮者とする。 

バリトンはユーフォニアムでも可。

付き） 
TEL：06-6241

歌詞を伴わないヴォーカリーズやスキャットは認める

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

童の音楽に対する豊かな感性を培い、音楽を愛好する心情を育てることを目的とする。 

「全日本小学生金管バンド

全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

 

また市町村をまたぐ合同バンドは認め

も可。 

6241-2324 

歌詞を伴わないヴォーカリーズやスキャットは認める)。 

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

「全日本小学生金管バンド

全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。

本選手権が参加する児童及びその指導者にとって、より高度な音楽体験を得られる場となるよう、以下の目

また市町村をまたぐ合同バンドは認めない。) 

 

本連盟は、管打楽器及び金管バンドに関する研究・調査・啓発を行うとともに金管バンドの芸術音楽とし

ての地位向上を図り、学校教育活動・社会教育活動に於ける我が国の金管バンドの発展・充実に寄与し、児

全国各地における小学生金管バンド活動の実践成果の発表の場である。



 
5. 演奏時間は、課題曲と自由曲を含めて

演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す

※演奏時間を超過した団体は

 

1. 第一次予選審査

※応募用音源は必ず

※音源には収録団体の名を録音しないで下さい。

※音源には、団体名をご記入ください。

 
2. 全国大会

 ※出場の可否に関しましては速やかに文書

※出演順序は、

 
3. 全国大会

審査員は

各団体の得点は、

※全国大会の

 
4. 上位の団体より、スーパー

ホープ賞

第1位は

また、ティーダ出版が独自の視点から選考した

 
5. 参加記念品は、全国大会

 
 

 

 

 

1. 参加希望団体は、

2012年2

 
2. 選手権参加費として、

※第一次予選

 
 
 

演奏時間は、課題曲と自由曲を含めて

演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す

演奏時間を超過した団体は

第一次予選審査として

応募用音源は必ず

※音源には収録団体の名を録音しないで下さい。

音源には、団体名をご記入ください。

全国大会本選への出場団体は

※出場の可否に関しましては速やかに文書

出演順序は、後日ご連絡いたします。

全国大会本選の審査

審査員は各団体の演奏に対し、課題曲と自由曲

各団体の得点は、審査員

全国大会の審査結果については、

団体より、スーパー

ホープ賞（11位以下～）

位はグランプリとして特別に賞

ティーダ出版が独自の視点から選考した

参加記念品は、全国大会

第一次予選審査

全国大会

  

 

希望団体は、第一次審査

2月30日（月

参加費として、

第一次予選後の返金はできません。

演奏時間は、課題曲と自由曲を含めて

演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す

演奏時間を超過した団体は審査対象外

としてCDによる選考を行

応募用音源は必ず試聴して、正しく録音されていることをご確認ください。

※音源には収録団体の名を録音しないで下さい。

音源には、団体名をご記入ください。

への出場団体は第一次予選審査

※出場の可否に関しましては速やかに文書

後日ご連絡いたします。

審査は6名の審査員

の演奏に対し、課題曲と自由曲

審査員6人の採点の内、

審査結果については、

団体より、スーパーエクセレント賞

位以下～）として表彰

グランプリとして特別に賞

ティーダ出版が独自の視点から選考した

参加記念品は、全国大会本選出場校のみとなります。

第一次予選審査 
全国大会本選 

 

第一次審査のための音源

月）(消印有効

参加費として、1団体につき

後の返金はできません。

演奏時間は、課題曲と自由曲を含めて10分以内

演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す

審査対象外とな

による選考を行ないます

して、正しく録音されていることをご確認ください。

※音源には収録団体の名を録音しないで下さい。

音源には、団体名をご記入ください。 

第一次予選審査

※出場の可否に関しましては速やかに文書

後日ご連絡いたします。 

名の審査員で行ないます

の演奏に対し、課題曲と自由曲

採点の内、上下カット

審査結果については、団体名を除き

クセレント賞（上位

として表彰致します

グランプリとして特別に賞します。

ティーダ出版が独自の視点から選考した

出場校のみとなります。

第一次予選審査  201
  201

      

お申し込みの方法

のための音源CD

消印有効) までに事務局

団体につき5,000円を振込先にお振り込みください。

後の返金はできません。 

分以内とする。

演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す

となる。 

審査方法 

 
ないます。ここでは

して、正しく録音されていることをご確認ください。

※音源には収録団体の名を録音しないで下さい。 
 

第一次予選審査の選考を経て決定

※出場の可否に関しましては速やかに文書にてご連絡申し上げます。

 

ないます。 
の演奏に対し、課題曲と自由曲それぞれ

上下カットを

団体名を除き公表

（上位5団体）

致します。  
。 

ティーダ出版が独自の視点から選考した1団体に

出場校のみとなります。 

大会日程 

2012年10月 
2012年12月 
     （会場：

の方法、参加費について

 
CDを、 
事務局までお送りください

円を振込先にお振り込みください。

とする。 
演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す

 

ここでは課題曲の演奏

して、正しく録音されていることをご確認ください。

の選考を経て決定致します

にてご連絡申し上げます。

それぞれ100点の合計

をした後の合計の点数と

公表致します。 

団体）・エクセレント賞

団体に「ティーダ出版賞」を賞

 

  6日（日）【非公開】

 22日（日） 
（会場：滋賀県

参加費について

までお送りください

円を振込先にお振り込みください。

演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間を指す。 

課題曲の演奏を審査対象

して、正しく録音されていることをご確認ください。

致します 
にてご連絡申し上げます。 

合計200点満点で採点

合計の点数と致します

 

エクセレント賞（6位～

「ティーダ出版賞」を賞

）【非公開】 
 

滋賀県 大津市民会館

参加費について 

までお送りください。 

円を振込先にお振り込みください。 

を審査対象と致します

して、正しく録音されていることをご確認ください。 

点満点で採点致します

致します。 

位～10位）・

「ティーダ出版賞」を賞します。 

 

大津市民会館） 

 

致します。 

致します。 
 

・ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〒

全日本小学生金管バンド連盟

Tel : 052
E
 
口座名：全日本小学生金管バンド連盟

支店名：三重銀行

口座番号：

お問い合わせ、書類ご送付先、お振込先

 
〒513-0801 
全日本小学生金管バンド連盟

Tel : 052-382
E-mail :kanbe
 
口座名：全日本小学生金管バンド連盟

支店名：三重銀行

口座番号：1322442

お問い合わせ、書類ご送付先、お振込先

 三重県鈴鹿市神戸二丁目

全日本小学生金管バンド連盟

382-0242    Fax : 052
mail :kanbe-et@edu.city.suzuka.mie.jp

口座名：全日本小学生金管バンド連盟

支店名：三重銀行 鈴鹿支店（店番

1322442 

 

お問い合わせ、書類ご送付先、お振込先

 

三重県鈴鹿市神戸二丁目

全日本小学生金管バンド連盟  事務局長

0242    Fax : 052-382
et@edu.city.suzuka.mie.jp

口座名：全日本小学生金管バンド連盟

鈴鹿支店（店番214

お問い合わせ、書類ご送付先、お振込先

三重県鈴鹿市神戸二丁目12-10 鈴鹿市立神戸小学校内

事務局長 山中幾代

382-1078 
et@edu.city.suzuka.mie.jp 

口座名：全日本小学生金管バンド連盟 事務局長

214）  普通

お問い合わせ、書類ご送付先、お振込先 

鈴鹿市立神戸小学校内

山中幾代 

事務局長 山中幾代

普通 

 

鈴鹿市立神戸小学校内 

山中幾代 


