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「米国ギルド・ピアノ検定試験」のお知らせ

The American College of Musicians is the world’s largest piano teachers’ organization since 1929.
The headquarter in Texas is now accepting enrollments from students in Tokyo for our 89th annual piano audition.
Performers of all ages, levels and repertoires are welcomed. For this audition, piano professors from the United States will
travel from the headquarter to Japan to provide a high level piano audition.
This is the chance for you and your loved ones to be part of the one and only American piano audition in Japan.
Please see more for details.

American College of Musicians Japan Chapter
www.pianoguildjapan.com / info@pianoguildjapan.com

We of the American College of Musicians / National Guild of Piano Teachers are delighted to welcome you to our annual audition. We are the largest nonprofit organization of piano teachers and students in the world.

American College of Musicians presents

THE PIANO GUILD AUDITION
米国ギルド・ピアノ検定試験とは
A C M はアメリカを中心に８万人のピアノ指導者が集う世界で一番大きなピアノ指導者のための
NPO団体です。アメリカのピアノ教育者団体ACMの活動は1929年、テキサス州アビレーンにある
ハーディン・シモンズ大学で当時音楽科学部長を務めていたイリル・アリソン教授が、ピアノの
生徒が目標を持って日々のレッスンに取り組める様 に”オーディション（検定試験） ” の場を設け
た事からスタートしました。
第一回の米国ギルド・ピアノ検定試験は46人の参加者と共に行われました。
近年では全米850カ所ほか欧州とアジア圏で受験が可能となり、ACMの米国鍵盤教育部が主催す
る米国ギルド・ピアノ検定試験は世界最多の 1 1 万 8 0 0 0 人超の参加数を誇るピアノ・鍵盤教育の
NPOに成長しました。

日本のピアノ指導者の方へ、
「米国ギルド・ピアノ検定試験」は、 毎年アメリカを中心に11万人超えが参加する 1929年に始まったピアノ検定試験です。
ご自身の生徒さんはアメリカで、どのように評価されるか。そしてアメリカのピアノ教育は何を重視し、 ピアノ指導者は 何を求め、
求められているのか。是非米国ギルド・ピアノ検定試験を通して、 生徒さんと一緒に アメリカのピアノ教育に触れてみてください。

米国ギルド・ピアノ検定試験
１）課題曲が自由：
ギルド試験の課題曲は指導者と参加者が自由に試験の演目を組みます。１曲からの最大20曲まで演奏できます。こちらから指定する課題曲はございません。
２）演奏時間の指定はありません：
参加者がギルド試験の為に練習した曲は、アメリカの本部から派遣された優れた審査員が誠意を持って全ての曲の演奏を、最初から最後まで聴き審査します。
演奏時間の制限はございません。ACM本部の規定で審査員は、審査員の意志で参加者の演奏を止めてはいけない決まりになっています。
３）必修演奏の基礎演奏：
ギルド試験の唯一
参加者全員が必修として音階とカデンツの演奏を行います。参加に伴い、基礎技術もしっかり学べます。
４）参加費の相場は10,000~15,000円：
ギルド試験の参加費はエントリーするレベルと、レベル別の演奏曲数で異なります。参加費用の相場はUSD $65~ $125で、日本支部事務手数料1,000円を含め、
約10,000円から15,000円の間です。（参加費に関しましてはギルド・ピアノ教室又は日本支部へお問い合わせください。）
５）他にない、レポートカード：
ギルド試験のレポートカードは、ピアノ検定試験の中でも
極めて細かい50の審査項目が載っており、参加年齢、部門に関係なく１曲づつ丁寧に審査されます。レポートカードとは別に、審査員よりコメントも渡されま
す。ギルド・レポートカードの審査項目は→ ACM日本支部公式ホームページ内「独自の審査項目とレポートカード」ご覧下さい。
６）修了書：
修了書に入る参加者の名前はアメリカでカリオグラファーが愛情を入れて書いています
７）指導者のレポートカード：
ギルド試験中審査員は、参加者の演奏や課題曲の内容より日頃の指導者の指導内容も同時に評価し、指導者のレポートカードを本部へ提出します。生徒さんの
審査の前に「コンフィデンシャル・レポート」というものを審査員に提出いただけますと後日テキサス本部より指導者のレポートカードが郵送されます。

＜ 参加資格と申し込み方法について ＞
参加資格はACM米国公認指導者の生徒さん全員にあり、参加申し込みは必ず
ACM米国指導者経由で行ってください。
＊＊ACM米国公認指導者の生徒さんでない方で、参加に興味がある方はお気
軽に日本支部までお問い合わせください。
＜ 日程と審査員について ＞
2017年度10月3日現在、米国本部は日本でのギルド試験の開催を「3月上旬開催」
という事のみ連絡してきている状況です。本部の規定としてギルド試験の審査を
平等に行うため、派遣される審査員が1日にギルド試験の審査に携わっても良い
時間を６時間と定めています。従いまして、詳しい日程につきましては参加人数
が確定し次第、米国本部は参加人数と参加者の演奏時間を計算し、審査員の滞在
日数を決め、正式な参加者の試験日を振り分ける予定です。恐れ入りますが、試
験日の正式発表までに少々時間を要する事を、ご理解頂けます様お願い申し上げ
ます。
本部が認める東京都での正式なギルド試験会場は目黒区のスタジオ・サーカスで
す。しかし本部の規定の中に、お教室を試験会場として開放し20名程の参加者が
１箇所の試験会場に集まる事が可能な際は、特別に審査員を正式会場より派遣で
きる決まりがございます。お教室開放、もしくは他のお教室の生徒さんの試験を
受けて入れてくださる先生がいらっしゃいましたらお知らせ下さい。
2018年3月のギルド試験はACM本部副会長のクルーガー教授が来日し審査を行う
予定です。

＜ ソロ演奏部門の基本級 ＞
1 「エレメンタリー:初級」EA - EB - EC - ED - EE - EF
ピアノを始めて間もない生徒さんからクレメンティのソナチネと同等の難易
度の作品を演奏できる方に相応しいレベルです。
2 「インターメデッィエイト:中級」IA - IB - IC - ID - IE - IF
クレメンティのソナチネから古典派の作曲者によるソナタ作品の演奏と同等
の難易度の演奏ができる方に相応しいレベルです。
3 「プレパラトリー:上級」PA - PB - PC - PD
古典派の作曲者によるソナタ作品をはじめ、ショパン、バルトーク、
チャイコフスキーなどの楽曲を演奏できる方へお勧めします。
4 「カレッジエード:特級」 CA - CB - CC - CD
J.S Bachの平均率クラヴィーアの演奏をはじめ、リストのラ·カンパネラ、
プロコフィエフ、のソナタなどの楽曲を演奏する方にお勧めします。
5「アーティスト」YA :ベートヴェンのソナタOp.101やラフマニノフ協奏曲
など、難易度の高い曲を演奏できる生徒さんを対象としています。
その他、「スペシャル部門」、「プラーク部門」、「ディプロマ部門」
「アーティストディプロマ部門」など

** さらに詳しい詳細はACM日本支部 公式ホームページをご覧下さい。
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