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A�部門 〈未就学児〉

A�部門 〈小学�年生以下〉

B�部門 〈小学�年生以下〉

第 5回課題曲

※第3回・第4回の課題曲も第5回で選択可能（但し、一部除外あり。詳細はホームページを参照のこと）。

青い車掌車

インディアンの儀式

カイト

竈門炭治郎のうた （「鬼滅の刃」挿入歌）

きらきらぼし

さくら

小さな世界 （※大譜表のみ演奏）

ロックのうた

バスティン

バスティン

米津玄師/Kayoko Kishimoto

椎名豪/Kayoko Kishimoto

フランス民謡/かがみえ

日本のうた/バスティン

シャーマン兄弟/かがみえ

バスティン

バスティン コンピレーションアルバム レベル２

バスティン コンピレーションアルバム レベル２

超・簡単ピアノ初心者 ヒットソング2021年版

超・簡単ピアノ初心者 ヒットソング2021年版

ピアノ★パレード2

バスティン オールインワン レベル３A

ピアノ★パレード2

バスティン ピアノベーシックス レベル１

P4

P26

P136

P24

P6

P29

P48

P39

東

東

デ

デ

学

東

学

東

アルゼンチン W.ギロック はじめてのギロック
ギロックベスト レベル２

P44
P8

全
全

いつか王子様が （「白雪姫」より）  ★要リピート Ｆ.チャーチル/橋本晃一
やっぱりすき！ ピアノ教本４
やっぱりピアノがすき！ 〈下巻〉

P54
P65

ド
ド

インディアン・ロック 橋本晃一 こどもだってジャズ＆ロック P6 ド

from the edge （「鬼滅の刃」エンディングテーマ） 梶浦由記/Hiroto Kikukawa 超・簡単ピアノ初心者 ヒットソング2021年版 P22 デ

マクドナルドおじさんのロック アメリカ民謡/バスティン バスティン ピアノベーシックス ピアノ レベル２ P27 東

焼き栗サンバ 秋元恵理子 風のおくりもの P41 カ

アラビアン・ナイト （「アラジン」より）  ★要リピート Ａ.メンケン/石川芳 ぷりんと楽譜 ヤ

Dynamite D.スチュワート他/川田千春 やさしく弾ける おさえておきたい！2021年ベストヒット～上半期編～ P38 ヤ

虹 （映画「STAND ＢY ＭEドラえもん2」主題歌） 石崎ひゅーい/鈴木奈美 やさしく弾ける おさえておきたい！2021年ベストヒット～上半期編～ P48 ヤ

怪物 （ＴVアニメ「BEASTARS」オープニングテーマ） Ayase/大谷雅 やさしく弾ける おさえておきたい！2021年ベストヒット～上半期編～
やさしく弾ける おさえておきたい！ベストヒット総集編～2021-2022～

P96
P110

ヤ
ヤ

１・２・３ （TVアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ）　
After the Rain (そらる×まふまふ）

まふまふ/内田美雪 やさしく弾ける おさえておきたい！2021年ベストヒット～上半期編～ P99 ヤ

美女と野獣 （「美女と野獣」より） Ａ.メンケン/橋本晃一 やっぱりピアノがすき！〈ブルグミュラー併用曲集〉
やっぱりピアノがすき！（アニメ名曲集）

P47
P6

ド
ド

ミシシッピ ラグタイム リサ バスティン バスティン オールインワン レベル4B P32 東

アラベスク ～ブエノスアイレス～  ★要リピート ブルクミュラー/丹内真弓 プレミアム・アレンジでブルクミュラー P14 ド

The Entertainer  エンターテイナー S.ジョプリン/バスティン バスティン ピアノベーシックス ピアノ レベル２ P52 東

アンダー・ザ・シー （ディズニー映画「リトル・マーメイド」より） A.メンケン/大宝博 ぷりんと楽譜 ヤWeb

Web

もう少しだけ （フジテレビ「めざましテレビ」テーマソング） Ayase/川田千春 やさしく弾ける おさえておきたい！2021年ベストヒット～上半期編～
ぷりんと楽譜

P8 ヤ
ヤWeb

導3

導3

基2

応2

基2

基2

基4

〜
基1

基3

明け星 （テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編オープニングテーマ） ヤぷりんと楽譜梶浦由記/鈴木奈美 Web

明け星 （テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編オープニングテーマ） ヤぷりんと楽譜梶浦由記/鈴木奈美 Web

※課題曲には新曲が追加される場合がございます。ホームページを随時更新いたしますのでご覧ください。
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B１部門 〈小学�年生以下〉

C部門 〈高校生以下〉 
D部門 〈大学生以下・一般〉

アポトーシス （AppleMusic「空間オーディオ」キャンペーンソング） 藤原聡/内田美雪 月刊ピアノ 2021年11月号 P42 ヤ

海の見える街 （「魔女の宅急便」より） 久石譲/轟千尋 きらきらピアノ こどものポピュラーメロディーズ3 P18 全

オオカミのブルース  ★要リピート 秋元恵理子 風のおくりもの P32 カ

サマー （Summer）  ★要リピート 久石譲/ヤマハ編 大人のためのPiano Study Step10 P56 Y振

ジャズ組曲 第3番 第1楽章 G.オースティン グレンダ・オースティン ３つのジャズ組曲 P20 全

ドライフラワー 優里/鈴木奈美 おさえておきたい！2021年ベストヒット～上編期編～
おさえておきたい！ベストヒット総集編～2021-2022～

P4
P155

ヤ
ヤ

ルパン三世のテーマ ’80  ★要リピート 大野雄二/八谷晃生 バえるピアノ Vol.2 P36 全

愛をこめて花束を 多保孝一/事務員G 月刊ピアノ2021年7月号 P60 ヤ

カイト （NHK2020ソング） 米津玄師/村上由紀 月刊ピアノ2021年10月号 P60 ヤ

きらり （HONDA「 All-New VEZEL e:HEV」CMソング） 藤井風/安蒜佐知子 月刊ピアノ 2021年8月号
おさえておきたい！ベストヒット総集編～2021-2022～

P112
P96

ヤ
ヤ

浄土  ★要リピート けいちゃん/事務員G 月刊ピアノ2021年7月号 P54 ヤ

紅蓮華  ★要リピート 草野華余子/ハラミちゃん ハラミちゃんのピアノアレンジで人気曲を弾いてみよう！ P22 ド

ムーン・リバー  ★要リピート Ｈ．マンシーニ/松田昌 発表会にぴったり！マサさんのステキなピアノアレンジ曲集 P39 音

明け星 （テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編オープニングテーマ）
  ※小玉は演奏しないこと 梶浦由記/鈴木奈美 ぷりんと楽譜 ヤWeb

「エリーゼのために」 ラテン・ヴァージョン
  ★要リピート ベートーヴェン /丹内真弓

ピアノ基礎トレ365日！
ぷりんと楽譜

P20 リ
ヤWeb

鬼滅の刃メドレー
～紅蓮華・竈門炭治郎のうた・炎～（アニメ「鬼滅の刃」より）

草野華余子・椎名豪
梶浦由記/川田千春

今弾きたい！2021年最新ヒットセレクション
ぷりんと楽譜

P118 ヤ
ヤWeb

三原色 （NTTドコモ「ahamo」CMソング） Ayase/川田千春
月刊ピアノ 2021年9月号
今弾きたい！2021年最新ヒットセレクション
ぷりんと楽譜

P36
P4

ヤ
ヤ
ヤWeb

瑠璃色の地球 平井夏美/J.コーラー PIANO STYLE（ピアノスタイル） プレミアム・セレクションVol.10（CD付）
ぷりんと楽譜

P84 リ
ヤWeb

アポトーシス ※P3のコーダ～P7のコーダへ飛ぶこと 藤原聡/石川芳 ぷりんと楽譜 ヤ

残酷な天使のテーゼ （「新世紀エヴァンゲリオン」より） 佐藤英敏/丹内真弓 ぷりんと楽譜 ヤWeb

Dynamite D.スチュワート他/高田昌子
PIANO STYLE（ピアノスタイル） プレミアム・セレクションVol.10（CD付）
ぷりんと楽譜

P49 リ
ヤWeb

勿忘 （映画「花束みたいな恋をした」インスパイアソング） atagi/石川芳 PIANO STYLE（ピアノスタイル） プレミアム・セレクションVol.10（CD付）
ぷりんと楽譜

P44 リ
ヤWeb

明け星 （テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編オープニングテーマ） 梶浦由記/安蒜佐知子 ぷりんと楽譜 ヤWeb

いとまきのうた （みんなのプチJazz） デンマーク民謡/鈴木奈美 月刊ピアノ 2021年11月号 P62 ヤ

応7

応5

Cry Baby （TVアニメ「東京リベンジャーズ」オープニングテーマ）
  ★要リピート

藤原聡/眞島邦子
おさえておきたい！2021年ベストヒット～上編期編～
おさえておきたい！ベストヒット総集編～2021-2022～
ぷりんと楽譜

P59
P61

ヤ
ヤ
ヤWeb

Web

※第4回より部門名がD２部門⇨D部門へ変更になりました
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E部門 〈大学生以下・一般〉

音＝音楽之友社      学＝学研プラス      カ＝カワイ出版      シ＝ショット社      全＝全音楽譜出版社      デ＝デプロMP
東＝東音企画      ド＝ドレミ楽譜出版社      ヤ ＝ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス      リ＝リットーミュージック
Y振＝ヤマハ音楽振興会

レベルについて
導1→導入１、基1→基礎1　「ピティナ・ピアノステップ」現行課題曲に準拠しています。レベルの参考にしてください。

課題曲一覧 出版社省略記号について

LOVE PHANTOM 松本孝弘/ハラミちゃん ハラミちゃんのピアノアレンジで人気曲を弾いてみよう！ ドP58

８つの演奏会エチュード  Op.40 第6番  パストラール カプースチン ８つの演奏会エチュード Op.40 シP46

８つの演奏会エチュード  Op.40 第2番  夢 カプースチン ８つの演奏会エチュード Op.40 シP9

８つの演奏会エチュード  Op.40 第1番  前奏曲 カプースチン ８つの演奏会エチュード Op.40 シP3

Happy Birthday To Everyone
12の調によるバースデー変奏曲 M.ヒル他/角野隼斗

ピアノミニアルバム角野隼斗
Happy Birthday To Everyone 12の調によるバースデー変奏曲

ヤP6

ノクターン作品9-2  「愛情物語」アレンジ ショパン/小原孝 ピアノ曲集 小原孝 鳥の歌/ノクターン 音P18

情熱大陸 （TBS系『情熱大陸』テーマ曲）  ★要リピート 葉加瀬太郎/三上直子 月刊ピアノ 2021年8月号 ヤP52

組曲『惑星』より「ジュピター」
（「月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション2021」上級1位受賞作品）

G.ホルスト/西本龍太朗
月刊ピアノ2021年 9月号
ぷりんと楽譜

ヤ
ヤ

P60

SHAKE 小森田実/ハラミちゃん ハラミちゃんのピアノアレンジで人気曲を弾いてみよう！ ドP74

Cry Baby （TVアニメ「東京リベンジャーズ」オープニング主題歌） 藤原聡/石川芳
PIANO STYLE（ピアノスタイル） プレミアム・セレクションVol.10（CD付）
ぷりんと楽譜

リ
ヤ

P9
Web

Web

※第4回より部門名がD１部門⇨E部門へ変更になりました


