


04. 参加部門
■(1)幼児部門（3歳以上の未就学児） 

■(2)小学1.2.3年生の部

■(3)小学4.5.6年生の部

■(4)中学生の部

独唱

■2名以上・20名以下
　3歳以上の未就学児から中学生で
　自由に編成してください。

重唱・合唱

I n t r o d u c t i o n

01. ご挨拶
幼児から中学生を対象とした〝こどもの歌専門のコンクール″が始まります！
本コンクールは、『こどもたちの歌唱技術の向上』と
『より高いレベルへの研鑽の意欲を促す事』を目的とし、2023年に創設いたしました。
その趣旨にご賛同いただいた音楽家や先生方を審査員にお招きし、
審査員長には、米良 美一先生をお迎えいたします。
動画審査による予選を通過した方は、東京、大阪、福岡の3都市で開催する本選大会に
お進みいただきます。
本選大会上位者にご参加いただく全国大会は、美しいデザインと素晴らしい音響を備えた、
東京都渋谷区のHakuju Hallで開催いたします。
参加する全てのこどもたちが心から歌う喜びを感じ、学び、これからそれぞれの目標に
向かって歩んでいく上で大きな力となりますように願っております。
本コンクール開催にあたり、温かいご支援、ご協力をくださった全ての皆様に感謝申し上げます。

一般社団法人全日本こどもの歌教育協会
代表理事　　荒井 成美

02. 参加資格
3歳以上の未就学児から中学生
(2023年4月2日時点での学年・年齢)

05. アクセス

※各部門の参加資格は、2023年4月2日時点での学年・年齢とする。

03. 開催概要
2023年1月10日　予選

【東京会場】本選大会 古賀政男音楽博物館けやきホール

2023年 7月29日全国大会

Hakuju Hall（東京都渋谷区）

Hakuju Hall（東京都渋谷区）全国大会会場

2023年5月3日 水 祝

【大阪会場】 たかいし市民文化会館アプラ小ホール2023年5月6日 土

土

【福岡会場】

【全国大会会場】

末永文化センター末永ホール2023年4月23日 日

【東京会場】

本選大会

古賀政男音楽博物館けやきホール

【大阪会場】 たかいし市民文化会館アプラ小ホール

【福岡会場】 末永文化センター末永ホール

火 ~3月26日 日【動画審査】

Hakuju Hall
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5
(株)白寿生科学研究所本社ビル 7F
代 木々公園駅・代 木々八幡駅より徒歩5分

〒151-0064　東京都渋谷区上原3-6-12
代 木々上原駅より徒歩5分

〒592-0014　大阪府高石市綾園1-9-1
高石駅より徒歩1分

〒814-0133　福岡県福岡市城南区七隈１-11－50
城南中学校前・別府駅より徒歩15分

(C)Albert Abut
　写真 Nacása & Partners Inc.



E x a m i n a t i o n

07. 全国大会の審査員

間谷 勇（まや いさむ）
NHK東京児童合唱団指揮者。NHKの番組等で児童歌唱・合唱の指導に携わる。東邦音楽大学エ
クステンションセンター講師。JCDA日本合唱指揮者協会会員。国立音楽大学声楽科卒業。
  こどもたちへのメッセージ
みなさんそれぞれの「今この年齢でしか出せない声」を存分にホールに響かせてください！

宮崎駿監督 映画 ｢もののけ姫｣で一世を風靡。洗足学園音楽大学を首席で卒業
し、アムステルダム音楽院に留学。CDは、世界各国で発売されている。第12回日
本ゴールドディスク大賞、第21回日本アカデミー賞協会特別賞として主題歌賞をそ
れぞれ受賞。

  こどもたちへのメッセージ
日頃の練習成果を存分に発揮して、良い結果が出るように頑張ってください。良い
結果であればさらに成長しましょう。残念な結果でも人生の大切な時間にしましょ
う。とても楽しみにしています。

米良 美一（めら よしかず）
Singer

06. 審査方法・結果発表について

・動画審査
本協会WEBサイトから動画のデータ提出、またはDVDかUSBの郵送

1. 予選審査

・2023年3月29日に審査結果を本協会WEBサイト上で発表

2. 予選審査結果

・対面審査
  東京、大阪、福岡の３都市にて開催

3. 本選審査

・2023年5月10日に審査結果を本協会WEBサイト上で発表

4. 本選審査結果

・対面審査
  東京都渋谷区のHakuju Hallで開催

5. 全国大会

・当日舞台上にて表彰式

6.全国大会の審査結果発表

Conductor

菅野 順子（すげの じゅんこ）
Vocal coach

押川 浩士（おしかわ ひろし）
藤原歌劇団団員。洗足学園音楽大学で声楽・ミュージカルの両コースで指導。多摩ジュニア・ミュー
ジカル主宰。
  こどもたちへのメッセージ
無限の可能性を秘めた皆さんの歌声に出会えることを心から楽しみにしています。楽しんで歌ってく
ださいね。

Opera singer

間 聖次朗（はざま せいじろう）
劇団四季『ライオンキング』などに出演。子役スクール『Can’oly Company』代表。近年ブロードウェ
イミュージカル作品などの演出・振付も手がけている。
  こどもたちへのメッセージ
ジャンルを問わず「うたが好き」が伝わると素敵です。唯一無二の世界観を彩る表現を期待してま
す。

Musical actor

審査員長

  こどもたちへのメッセージ
個性豊かな皆様の歌を楽しみにしております。当日は思い残す事なく楽しんで歌ってくださいね。

オフィスJS代表。avex  artist  academy  Vocal講師。J-POP・K-POP・Rock・洋楽・Jazz・Gospel 
Musical ・童謡など様 な々ジャンルを指導し、多くのアーティストを育成。
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08. 賞・特典 全国大会 09. 曲目・演奏時間・参加料
独唱 各部門に表彰いたします。

グランプリ・金賞 表彰状、メダル、トロフィー、記念品、
副賞

銀賞 表彰状、メダル、記念品

銅賞 表彰状、メダル、記念品

★審査員長賞 各部門から選出し、審査員長の米良 美一先生から表彰盾を贈呈いたします。

奨励賞 表彰状、記念品

★最優秀指導者賞 各部門のグランプリ受賞者の指導者に対して表彰状を贈呈いたします。
★音楽之友社賞 各部門のグランプリ受賞者に対して音楽之友社賞を贈呈いたします。
※本選大会の賞については、本協会WEBサイトにて掲載いたします。『テレビ西日本賞』『西日本新聞社賞』などがございます。

重唱・合唱

表彰状、盾、トロフィー、記念品、
副賞

銀賞 表彰状、盾、記念品

銅賞 表彰状、盾、記念品

奨励賞 表彰状、記念品

『日本の童謡200選』（音楽之友社）
『子どもと歌おう』（カワイ出版）

『子どもと歌おう50』（カワイ出版）
『児童合唱の定番』（ヤマハ出版）

参考楽譜

予選［動画審査］

部門

幼児の部

小学1,2,3年生の部

小学4,5,6年生の部

中学生の部

2名以上・20名以下
＜未就学から

中学生で自由に編成＞

■独唱
1曲以上
複数曲可

■重唱・合唱
1曲以上
複数曲可

演奏時間

3分以内

4分以内

5分以内

6分以内

8分以内

参加料

12,000円

13,000円

14,000円

15,000円

1団体13,000円
＋

参加人数×1,000円

全国大会［対面審査］

部門

幼児の部

小学1,2,3年生の部

小学4,5,6年生の部

中学生の部

2名以上・20名以下
＜未就学から

中学生で自由に編成＞

■独唱
1曲以上
複数曲可

■重唱・合唱
1曲以上
複数曲可

演奏時間

3分以内

4分以内

5分以内

6分以内

7分以内

参加料

10,000円

11,000円

12,000円

13,000円

1団体12,000円
＋

参加人数×1,000円

本選大会［対面審査］

部門

幼児の部

小学1,2,3年生の部

小学4,5,6年生の部

中学生の部

2名以上・20名以下
＜未就学から

中学生で自由に編成＞

■独唱
自由曲1曲

■重唱・合唱
自由曲1曲

演奏時間

一律3分以内

4分以内

参加料

独唱7,000円

合唱8,000円

全て自由曲です。ジャンル問わず、好きな曲、得意な曲で個性を十分に発揮される
ことを期待いたします。

※すべて税込の参加料です。
※本協会リトルシンガー会員は、予選・本選大会・全国大会の参加料が各500円割引となります。お申し込み時、
　割引後の金額をお振り込みください。

『日本唱歌集』（岩波文庫出版）

選曲時にお役立てください。参考楽譜に入っていない曲でもエントリー可能です。

音楽之友社賞

音楽之友社賞
グランプリ・金賞

入賞特典入賞特典

副賞副賞

2023年12月23日（土曜日）

日本教育会館 一ツ橋ホール（東京都千代田区）

対象者：各部門グランプリ受賞者
2023年 8～9月開催  ホリプロ主催ミュージカル「スクールオブロック」の予定

ミュージカル鑑賞券を進呈します！

対象者：全国大会の各部門グランプリ（金賞）・銀賞・銅賞の受賞者
こどものうたマスタークラスに受講料免除でご参加いただけます！

対象者：全国大会出場者
※会員特典については、本協会WEBサイトをご確認ください。

ギター弾き語りなどもOKです♫
※詳しくは11.注意事項をご確認ください。

開催日

会場

※国内外の著名な音楽家・指導者によるコンサート形式の公開レッスンです。

年会費無料で本協会リトルシンガー会員、指導者会員にご登録い
ただけます！

クリスマス受賞者コンサートへ出演！クリスマス受賞者コンサートへ出演！
対象者：全国大会の各部門グランプリ（金賞）・銀賞・銅賞の受賞者



10. お申し込み方法

H o w  t o  a p p l y

※参加者ご本人の名義でお振り込みをお願いします。
※申込受理後のキャンセルは欠席扱いとなり、返金や変更はできません。
※お振り込み手数料はご負担ください。
※兄弟・姉妹でお申し込みされる場合は、別口でお振り込みください。
※複数の部門に参加する場合は、それぞれの参加費を合算してお振り込みください。

以下の または

どちらかを選択してください。

① HPのフォームによるお申し込み

① HPのフォームによるお申し込み

② 郵送によるお申し込み

② 郵送によるお申し込み

または ③ LINEによるお申し込み

ホームページ
からの
お申し込み

01

お申し込みフォームで
入力・動画データの送信

※自動返信メールをご確認ください。
　一日以内に着かない場合は
　ご連絡ください。

02

予選の
参加料を
お振り込み

03

お申し込み
完了

04

申込書送付先・参加料振込先

一般社団法人全日本こどもの歌教育協会
〒152-0011　東京都目黒区原町2-9-6

☎03-6388-6901
MAIL：otoiawase@sing.or.jp

WEB によるお申し込みの流れ

予選動画の提出方法

本協会WEBサイトから
要項ダウンロード

・
印刷

01

申込書に記入・
DVDまたはUSBと共に郵送

02

予選の
参加料を
お振り込み

03

お申し込み
完了

04

郵送によるお申し込みの流れ

予選お申し込み期間 2023年1月10日　火 ~3月26日 （必着）日

お問い合わせ

URL:https://www.sing.or.jp/contact/

銀行振込
目黒信用金庫　三谷支店　
口座番号 ： 普通預金　1066127
名義 ： 一般社団法人全日本こどもの歌教育協会

１．YouTube に限定公開でアップロード
・ご自身のYouTubeアカウント（Googleアカウント）に「限定公開」でアップロードしてください。

・アップする時のタイトル欄に、部門（例：独唱・幼児の部）・お名前（合唱は団体名）を入力してください。

・動画リンク（URL）をコピーし、お申し込みフォームへ貼り付けてお送りください。

２．お申し込みフォームに動画を添付
・動画拡張子は「mp4」または「mov」とします。

※提出方法の違いは、審査に影響しません。

※コンクール要項は、本協会WEBサイトからダウンロード・印刷してください。
※お問い合わせは、お電話ではなく、お問い合わせフォームを推奨いたします。

お問い合わせフォームからのお申し出への対応は、土日祝日を除く9:00～17:00（月～金）の間とさせ
ていただきます。
１週間以上当方から返信がない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性やメールアド
レスが誤っている可能性がありますので、お手数ですが再度お問い合わせください。

仮

＜要項ダウンロード＞

以下の1.または2.のいずれかの提出方法を選択してください。

③ LINEによるお申し込み

上記のQRコードの
読み取り
・

友だち追加

01

申込書の内容を
記入して送信

02

動画を送信

03

予選の
参加料を
お振り込み

04

お申し込み
完了

05

LINEによるお申し込みの流れ

仮



11. 注意事項

N o t e s

【申込について】

・全日程自由曲です。予選・本選大会・全国大会ともに同一曲でのエントリーも可能です。ジャンル問わず1曲からご参加いただけま
す。演奏時間を必ず厳守してください。

・参加お申し込みは独唱の部、合唱の部で重複可能です。

・お申し込み後の曲目変更はできません。

・お申し込み時に、予選・本選・全国大会の曲目、演奏時間を全て記入してください。

・申込書の指導者名は1名のみ記入してください。記入いただいた指導者名は、コンクールにおける表彰の対象(最優秀指導者賞)と
なった場合、氏名等を公表し、本協会WEBサイト等に掲載いたします。

【演奏について】

・独唱部門はマイクを使用いたします。

・全て暗譜で演奏してください。

・移調は自由です。

・規定の演奏時間に収まれば、アレンジ可能です。

・出入り、曲間は演奏時間に含まれます。

【伴奏について】

・伴奏は、ピアノに限らず、ギターなどの楽器も可能です。お一人での弾き語りも可能です。ただし、本協会で準備できるのは、グラン
ドピアノ1台のみです。準備に時間のかかる大型の楽器は不可とします。

・無伴奏曲も演奏可能です。

・前奏のない曲については、前奏をつけても可能です。歌いだしの音を与えることも可能です。

・本選大会、全国大会では、本協会の専属ピアニストへ伴奏依頼が可能です。伴奏謝礼は各10,000円(税込)です。お申し込み書の
備考欄へ伴奏依頼希望の旨(依頼する日程と会場)を記入してください。尚、予選参加料のお振り込み時、伴奏謝礼をお振り込みに
ならないでください。お振り込みについては、予選、本選大会を通過した際にご案内いたします。

・本協会へ本選大会、全国大会の伴奏依頼をされる方は、予選(動画審査)のお申し込み時に楽譜を本協会へ郵送してください。移調
される場合は、移調譜をご送付ください。

【メンバー構成について】

・重唱・合唱部門で予選・本選・全国大会の人数の変更、及びメンバーの入れ替えを可能とします。ただし変更の範囲は歌唱者の半
数を超えないようにしてください。

【団体の分割について】

・合唱団内で、複数に分割して参加する場合は、団体ごとに団体名をつけてください。

　（例：○○児童合唱団A／○○児童合唱団Bなど）

【審査について】

・本選大会の審査員は、本協会WEBサイト、及びコンクール当日会場に提示いたします。

・審査方法、審査結果等についてのお問い合わせは一切お受け付けいたしません。

・全国大会の審査結果は当日会場にて発表いたしますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策の為、当日の結果発表を実施しな
い場合がございます。その場合、審査結果速報は翌営業日に本協会WEBサイトへ掲載いたします。表彰状や講評等は後日郵送にて
お送りいたします。

【演奏の撮影・録音などについて】

・コンクール会場内での写真撮影、録画、録音は禁止とさせていただきます。

・収録した映像や音声等は、本コンクールの広報のために使用することがありますので、あらかじめご了承ください。

【コンクール当日のスケジュール等について】

・本選・全国大会の当日のタイムスケジュールについては、決定後、ご提出いただきましたメールアドレスへお送りいたしますので、それ
までお待ちください。開催日の10日前になっても届かない場合は、本協会にお知らせください。

【その他】

・応募データは、個人情報保護法に則り、当コンクール関係以外には使用いたしません。

・コンクールに関する全てのお問い合わせは本協会までお願いいたします。開催場所への直接の問い合わせはご遠慮ください。

・万が一、コンクール会場や練習室の備品を破損した場合は、実費を弁償して頂きます。

・やむをえずお申し込み後コンクールを辞退される場合、必ず本協会までご連絡ください。その際、いかなる理由であっても返金はいた
しかねますのでご了承ください。

・参加に要する交通費、宿泊費等の諸費用は、すべて参加者の負担です。

・会場備えつけの駐車場がない場合、周辺の駐車場・コインパーキングをご利用くださいますようお願いいたします。

・新型コロナウイルス感染拡大予防対策により入場制限する場合がございます。

・台風・地震等の天災が生じた場合、開催中止の連絡は本協会WEBサイトにて発表します。また、中止の判断は開催当日となる可能性
もございますが、参加のために生じた参加者自身のご負担については本協会では責任を負いませんので、あらかじめご了承くださ
い。

・上記規定に違反していることが発覚した場合、結果発表後でも通過・入賞を取り消す場合があります。
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