
第9回 国際ジュニア音楽コンクール

■日程／会場
　▼予選　ビデオ審査（録音による審査も可）
　　ピアノ部門／ヴァイオリン部門
　　※御自身でのビデオ･録音の編集が難しい場合は事務局が編集します。
　　　使用部分を指定したメモとともに素材を事務局までお送りください。
　　※YouTube経由以外に、Google Drive、Dropbox等による共有
　　　CD･DVD・SDカード・USBメモリでのデータ提出も可能です。
　　　様々な方式に柔軟に対応可能ですので、判断に迷われる場合は
　　　お気軽に事務局まで御相談ください。
　▼予選を会場審査で参加されたい場合
　　会場：千葉市美浜文化ホール 音楽ホール
　　※会場審査申し込み締め切り 7月12日（火）
　　ピアノ部門　7月26日(火) A・B・C・D･E・F 部門
　　ヴァイオリン部門　7月27日(水) A・B・C・D・E・F 部門
　▼本選　会場：千葉市文化センター アートホール
　　ピアノ部門本選　8月25日(木) A・B・C・D・E・F  部門
　　ヴァイオリン部門本選　8月24日(水) D・E・F 部門、8月26日(金) A・B・C 部門
　▼授賞式　8月26日(金)　※参加は任意です。
■審査・授賞
　▷各部門の 1位、2位、3位､ 4 位､ 5 位､ 6 位に賞状授与。
　▷各部門の 1位、2位、3位にトロフィーを授与。
　▷A部門は参加者全員に授賞式にて賞状・トロフィーを授与｡
　▷上記以外の本選出場者全員に授賞式にて特別賞または認定証を授与。
　▷本選審査における評価が僅差の場合は同率順位とします。　
　▷コンクール参加を通して経験を深めていただくために、
　　予選から本選まで、全ての審査において複数名の審査員による
　　建設的なアドバイスを書いた講評をお送りいたします。
　▷参加者の将来を見据えた評価・アドバイスをするため、本選より
　　各楽器の専門家に加え音楽評論家の先生が入り審査をいたします。
■その他
　▷Violin 部門：御自分での調弦が難しい方は、舞台裏に
　　調弦サポーターが待機しておりますので、お気軽に御依頼ください。
　▷Piano 部門、Violin 部門：必要に応じて舞台上までの付添が可能です。
　▷ハンディキャップをお持ちの方へ：コンクール参加が有意義な体験となるよう、
　　また安心して御参加いただけるように出来る限りの協力をいたします。
　　お申込み前に事務局まで御相談ください。　
　▷伴奏者の紹介も可能です。様々な御事情に対して柔軟に対応しておりますので
　　必要に応じてコンクール事務局までお気軽に御相談ください。

後援：千葉市　共催：公益財団法人 千葉市文化振興財団
2016 年開催・ピアノ部門・ヴァイオリン部門

■受付期間
　2016年4月11日(月)～2016年7月20日(水)
　(申込書、予選審査用ビデオまたは録音は7月20日必着)
■参加資格
　A部門…未就学児　B部門…小学1年・2年　C部門…小学3年・4年　
　D部門…小学5年・6年　E部門…中学生　F部門…高校生
　※2016年4月30日時点での学年で選択してください。
■課題
　自由曲(短い曲の組合せも可、1次・2次・本選は同じ曲でも可)
　A部門…5分以内　B部門…6分以内　C部門…7分以内
　D部門…8分以内　E部門・F部門…9分以内
　※演奏時間の下限はありません。
　※繰り返しの省略・時間調整のためのカットは自由です。
　※時間超過については進行に支障が出ない程度の場合は応相談。
■参加費
　予選ビデオ審査 6,000円（※会場審査の場合 12,000円）　本選 16,000円
■本選審査員　百瀬 喬（審査員長）　他
■主催　国際ジュニア音楽コンクール（IJMC）実行委員会
■共催　公益財団法人 千葉市文化振興財団
■後援　千葉市　ビバ！おけいこヴァイオリン　Violinear
　　　　ダイヤモンドジュエリー専門店 THJ　マリンテック　他
■お申し込み方法
　事務局まで、詳しい方法の書かれた申込用紙を御請求ください。
　申込用紙は公式サイト http://www.ijmc.jp よりダウンロードも可能です。
　また公式サイトではオンライン申込みも可能です。
■お問い合わせ
　御不明な点はお気軽に事務局まで御相談ください。
　
　〒261-0001　千葉県千葉市美浜区幸町1-7-1-901
　　　　　　　 国際ジュニア音楽コンクール事務局
　TEL：050-5809-5557　FAX：( 東京 03)-6368-5815
　Email：info@ijmc.jp
　※事務局は留守の場合が御座いますが、メールでのお問合せには
　　比較的迅速な回答が可能です。
　※携帯メールでお問合せの場合、info@ijmc.jp からの返信を
　　受信出来るように設定してください｡
　Facebook： http://facebook.com/ijmcjp
　公式サイト：http://www.ijmc.jp

受付期間 2016年4月11日(月)～2016年7月20日(水)
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はばたけ 未来をになう こどもたち

未就学児～高校生

Violin E部門1位：髙田ホイットニーさん Violin E部門1位：長島安里紗さん Violin D部門1位：江崎友紀さん Violin D部門1位：早川ももこさん

Violin C部門1位：鎌田桜帆さん Violin B部門1位：加藤優音さん Violin A部門1位：井上佳音さん Piano E部門1位：山名隆晃さん Piano D部門1位：山岸音々さん

Piano C部門1位：東本望夢さん Piano B部門1位：小鷲美羽さん Piano A部門1位：大方優弥さん Piano A部門1位：湯原奈央さん Piano A部門1位：上野生葵さん

昨年度1位～6位受賞者
演奏動画を公式サイトにて
公開中

【第8回国際ジュニア音楽コンクール受賞者※1位のみ】



第 9回 国際ジュニア音楽コンクール申込用紙 兼 要項

【 お問い合せ、申込書類送付先 】
IJMC 事務局　〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町 1-7-1-901
FAX：東京 03-6368-5815　Eメール：info@ijmc.jp　TEL：050-5809-5557
※携帯メールでお問い合わせの場合、info@ijmc.jp からの返信を受信出来るように設定してください。
チラシ・曲目提出用紙等は http://www.ijmc.jp からも入手することができます。オンライン手続きも御利用いただけます。
ご不明な点・判断に迷う点は､お気軽に事務局までお問い合わせください。

・コンクール参加を通して経験を深めていただくために、　審査員による建設的なアドバイスを書いた講評をお送りいたします。
・参加者の将来を見据えた評価・アドバイスをするため、本選は各楽器の専門家に加え音楽評論家の先生が入り審査をいたします。
・各部門の 1位、2位、3位､ 4 位､ 5 位､ 6 位に賞状授与。A部門は参加者全員に授賞式にて賞状・トロフィーを授与｡
・上記以外の本選出場者全員に対し、授賞式にて特別賞または認定証を授与。

【予選申し込み手続きの流れ】
①申込書＋審査用ビデオまたは録音を御提出ください。
　※申込書のみを先に提出される場合は、遅れ等に対し比較的対応が可能です。ビデオ・録音提出が間に合わない場合も必ず事務局まで御連絡ください。
　※会場審査希望の場合は、申込書余白に「会場審査希望」と御記入の上、作曲者名・曲名・演奏時間・伴奏者（Violin 部門のみ）を書いた紙とともに
　　7月 12日（火）までにお申込みください。事務局まで必要情報をメールでお送りいただいた場合も、正式なお申込みとして受け付けます。
▼申込用紙に必要事項を記入し、ビデオまたは録音を同封。7月 20日（水）までにコンクール事務局まで郵送してください。
　⚠ビデオ・録音は、必ず【参加者氏名・作曲者名・曲名】がわかるようにしておいてください。
　★YouTube 経由での提出も受け付けます【事務局おすすめの安全で確実な提出方法です】
　　※限定公開の設定にし、必ず閲覧アドレスと参加者氏名・作曲者名・曲名を info@ijmc.jp にお送りください。
　★対応形式：DVD・CD・パソコン用動画または音声ファイル ( ネット経由又は SDメモリーカード等で提出：メモリーは審査後に返却 )
　　※パソコン用ファイルは、ほぼ全ての形式に対応可能です※詳細はホームページを御確認ください｡
　　※CDや DVDをパソコンで作られる場合、音声データや映像データのまま提出して頂けると再生事故が起こりません。
　　※テープメディア、MD・Hi-MDは受付不可です。
▼御自分での編集が難しい場合は事務局で編集致します。演奏開始と終了の時間を一緒に提出してください。
　★提出方法について判断に迷われる場合、御希望がある場合は info@ijmc.jp までお気軽に御相談ください。様々な提出方法に柔軟に対応いたします。

② 参加費振込み口座に予選参加費を参加者名で御入金ください。

※参加部⾨に☑チェックマークを記⼊

性別 □ 男　□ ⼥　※☑チェックマークを記⼊
⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　年　　　⽉　　　⽇

（ふりがな）
　⽒名

住所　〒 TEL
FAX
緊急連絡先※メール・携帯電話等

（ふりがな）
　指導者名

住所　　〒

TEL

御紹介者名等 住所　　〒

TEL

（御紹介者）どのようにしてコンクールをお知りになられましたか︖お差し⽀えのない範囲で結構です。

□ ピアノ D部⾨（⼩学5･6年）
□ ピアノ B部⾨（⼩学1･2年） □ ピアノ E部⾨（中学⽣）
□ ピアノ C部⾨（⼩学3･4年） □ ピアノ F部⾨（⾼校⽣）

□ ピアノ A部⾨（未就学児） □ ヴァイオリン D部⾨（⼩学5･6年）
□ ヴァイオリン B部⾨（⼩学1･2年）□ ヴァイオリン E部⾨（中学⽣）
□ ヴァイオリン C部⾨（⼩学3･4年）□ ヴァイオリン F部⾨（⾼校⽣）

□ ヴァイオリン A部⾨（未就学児）
※2016年4⽉30⽇時点での学年で選択

▼ヴァイオリン部門専用口座（郵便局）
【記号】10550【番号】38869231【口座名義】IJMCVN
※郵便局以外から振り込まれる場合
【店名】〇五八（読み ゼロゴハチ）
【店番】058【預金種目】普通預金【口座番号】3886923
【口座名義】アイジェーエムシーブイエヌ

▼ピアノ部門専用口座（郵便局）
【記号】10540【番号】35646431【口座名義】IJMCPF
※郵便局以外から振り込まれる場合
【店名】〇五八（読み ゼロゴハチ）
【店番】058【預金種目】普通預金【口座番号】3564643
【口座名義】アイジェーエムシーピーエフ

③ 8 月 1日以降に予選結果が発送されます。発送の状況等は Facebook を御確認ください。
　⚠結果発表から本選曲目提出までの期間が短いため、予め師事されている先生と曲の相談・演奏時間の確認をされることをお勧めいたします。


