
村治 昇ギター早期才能教育教室

第46回

発 表 演 奏 会
2018年７月20日（金）
■ 一  般  の  部／12：30開演
■ ジュニアの部／15：00開演

入　場　無　料

於：ミレニアムホール

地下鉄日比谷線入谷駅１番出口徒歩８分（台東区西浅草3-25-16）

 

ご　あ　い　さ　つ

　この度、当プログラムの通り第46回発表演奏会を開催する運びとなりました。昨年の第45回記念発
表演奏会及びギター教授歴50周年祝賀の際には、皆様方の暖かいご声援をいただきましたこと、心より
御礼申し上げます。さて本年も、出演者一同、日頃の練習の成果を発表したいと存じますので、是非お
誘い合わせの上ご来場下さいますよう、ご案内申し上げます。 

主催　村治　昇

村治　昇　ギター早期才能教育教室「第45回記念　発表演奏会」　　2017 . 7. 17　台東区西浅草ミレミアムホール



プ ロ グ ラ ム
◆一般の部

開演12：30

１．（ソロ）楠　美津香　（石橋クラス） ……………………………………………………………… ミ・ファボリータ（スペイン曲～フォルテア）
２．（ソロ）松本　　康　（石橋クラス） ………………………………………………………………………………… フリア・フロリダ（バリオス）
３．（ソロ）松田　和夫　（石橋クラス） ………………………………………………………………………… フェステ・ラリアーネ（モツァーニ）
４．（ソロ）中川　和恵　（石橋クラス） …………………………………………………………………………… メヌエット・Op.11-１＆２（ソル）
５．（ソロ）大杉　鉄男　 …………………………………………………………………………… エンデンチャ（哀歌）とプレリュード（タレガ）
６．（ソロ）飯泉　昌子　 ………………………………………………………………………………………………… 秋の木の葉・第３番（コスト）
７．（ソロ）小田　頼久　 ……………………………………………………………………………………………………… ワルツ第３番（バリオス）
８．（ソロ）山内　笑子　 ………………………………………………………………………………………………………… 鐘の響（ペルナンブコ）
９．（ソロ）石川　良男　 ………………………………………………………………………………………………… 入江のざわめき（アルベニス）
10．（ソロ）石橋　　好　 ………………………………………………………………………………………… ベネズエラ・ワルツ第３番（ラウロ）
11．（ソロ）浅野由美子／2018年・第11回ギターコンペティション全国大会F部門・金賞 ……………………… フーガBWV.998より（バッハ）
12．（合奏）一般の部合奏・CDオーケストラとのアンサンブル ………… アレグロ・ヴァヴァーチェ（ジュリアーニ／井上勝仁編）
※欠席／鈴木智大

終了予定14：00

～休憩～

◆ジュニアの部
開演15：00

①はじめてのステージ／「凧たこあがれ」をリレー演奏
１．（年中）吉村　明慶 ……………………………………………………………………………………… マーチ（ギターだ～いすき・第１集より）
２．（年中）吉岡　璃乃 ………………………………………………………………………………… ちょうちょ（ギターだ～いすき・第１集より）
３．（年中）伊吾田弓弦 …………………………………………………………………………………… かっこう（ギターだ～いすき・第１集より）
４．（年長）金弘　晴乃 …………………………………………………………………………… 一番星みつけた（ギターだ～いすき・第１集より）
５．（年長）古井よし埜 ………………………………………………………………………………… 東京タワー（ギターだ～いすき・第１集より）

②かわいいステージ／「ハバナの踊り」を、なかよく合奏
１．（年長）中澤　慶太 ………………………………………………………………………………………… グラナダの街角（おもしろギターより）
２．（年長）大和　　舜 ………………………………………………………………………………… 変身名人たんぽぽさん（おもしろギターより）
３．（年長）宮下　楽七 …………………………………………………………………………………………… どうぶつえん（おもしろギターより）
４．（年長）名倉　宗佑 ………………………………………………………………………………………… かり（ギターだ～いすき・第２集より）
５．（年長）西村　瑛樹／第40回ジュニアギターコンクール幼児の部・金賞 … ビビディ・バビディ・ブー（ギターだ～いすき・第２集より）
※欠席／（年長）松尾咲希・（小１）原田二菜

③ピカピカの１年生／「小だいこに合わせて」を、なかよく合奏
１．（小１）小川　瑠斗 ………………………………………………………………………………………… てるてるぼーず（おもしろギターより）
２．（小１）大出　　潤 ……………………………………………………………………………………………… すてきな秋（おもしろギターより）
３．（小１）吉田　高巳 …………………………………………………………………… ロング・ロング・アゴー（ギターだ～いすき第２集より）
４．（小１）上原那由多 ………………………………………………………………………………… アルゼンチンのカフェ（おもしろギターより）
５．（小１）中澤　佑太／第40回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・銀賞次席 ……… カプリス・オリエンタル（ビックフォード）

④さすがの２年生／「春の日の花と輝く」をオーケストラ伴奏で楽しく合奏
１．（小１）葉　　郁寧（台湾在住：８月新学期より２年生） …………………………………………………… エリーゼのために（ベートーベン）
２．（小２）伊藤　与一 ………………………………………………………………………………………… さよなら（はじめてのギターソロより）
３．（小２）光成　奏一 ………………………………………………………………………………………… 喜びの歌（ベートーベン／村治昇編曲）
４．（小２）田畑　紗英 ………………………………………………………… なんという美しい響（モーツァルト／はじめてのギターソロより）
５．（小２）大橋　悠里 ………………………………………………… カルリのテーマと３つのヴァリエーション（はじめてのギターソロより）

⑤りっぱになった３年生／「バッハのメヌエット」をオーケストラ伴奏で楽しく合奏
１．（小３）神藤　麗央 …………………………………………………………………………… 雲って楽しい（おもしろギターより／村治昇作曲）
２．（小３）吉岡　瑚乃 ……………………………………………………………………… ラルゴ：新世界より（ギターだ～いすき・第２集より）
３．（小３）秋山　　陽 ………………………………………………………………………………… ドレミの歌（ギターだ～いすき・第２集より）
４．（小３）樋口　佳奈 …………………………………………………………………………… 黒ねこのタンゴ（ギターだ～いすき・第２集より）
５．（小３）宮下　世楽 ………………………………………………………………………………… 小さな世界（ギターだ～いすき・第２集より）



開始予定16：05
⑥オーケストラの響きと共に／「カルッリギター協奏曲・第一楽章」をオーケストラ（CD）伴奏で合奏
１．（小４）三輪　昂輝 ………………………………………………………… コストのテーマと３つのヴァリエーション（コスト／村治昇編曲）
２．（小４）杉山　果蓮 ………………………………………………………… メルツのテーマと３つのヴァリエーション（メルツ／村治昇編曲）
３．（小６）神藤　俐仁 ………………………………………………………………………………………… エチュード第２番（ソル／村治昇編曲）
４．（小６）大杉　紗楽 ………………………………………………………………… トレモロによる金鳳花ワルツ（ビックフォード／村治昇編）
５．（小６）國兼　快唯 …………………………………………………………………………………………………………… 鐘の響（ペルナンブコ）
６．（小６）邑橋　裕一 ………………………………………………………………………………………………………………… 雨だれ（リンゼイ）

⑦ギタリストのたまごたち！／「カルリギター協奏曲・第三楽章」をオーケストラ（CD）と共演
１．（小３）小川　璃莉／第40回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・奨励賞 アンダンテとマリア・ルイサ（コスト／サグレラス）
２．（小３）三浦　佳音／第40回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・努力賞 …………………………… 小さなロマンス（ワルカー）
３．（小４）鈴木　　恵／第40回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・銅賞 …………… アレグロ・ヴィヴァーチェ（ジュリアーニ）
４．（小４）藤田　文護／第40回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・銀賞 …………………… プレリュードNo.1（ヴィラ=ロボス）
５．（小４）山本　和佳／第40回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・金賞 ……………………… スペイン舞曲第５番（グラナドス）

開始予定17：00
⑧多感な中高時代！／オーケストラ（CD）の響きに乗ってアルバ作曲「ハバネラ」を共演
１．（中１）三浦　創士 ………………………………………………………………………………………………………… ロンド・ニ長調（カルリ）
２．（中２）猶木　晴也 ………………………………………………………………………………………… アンダンテとワルツ（ソル／アグアド）
３．（中２）矢野　楽華 ……………………………………………………………………………………… ブーレ：チェロ組曲第３番より（バッハ）
４．（中３）國兼　怜恩 ……………………………………………………………………………………………………… ２つのメヌエット（ラモー）
５．（高１）小坂　篤史 …………………………………………………………………………………………………… アランブラの思い出（タレガ）
※欠席／（中１）椎名梨紗・（中２）宮脇楓太・（中３）國松遙子・（高１）髙石梨帆・（高２）古川翔基

⑨小さなギタリストたち！／「ソル作曲・ギャロップ」をオーケストラ（CD）と共演
１．（小５）望月かれん／コンクール入賞歴多数 ……………………………………………………………… プレリュードNo.1（ヴィラ=ロボス）
２．（小５）岡本　　周／第40回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部・銀賞次席 …………………… スペイン舞曲No.5（グラナドス）
３．（小６）西村　桃里／第40回ジュニアコンクール小・高学年の部・銅賞首席 … ギャロップ／ベネズエラ・ワルツ第３番（ソル／ラウロ）
４．（小６）山本　采和／コンクール金賞・１位受賞多数 …………………………………… スペイン舞曲第２番：オリエンタル（グラナドス）

開始予定18：00
⑩目覚ましい成長ぶり！／輝かしいソロ演奏の調べ
１．（中１）岡　ちえり／第40回ジュニアギターコンクール中学生の部・努力賞 ………… スペインのフォリアによる変奏曲（ジュリアーニ）
２．（中２）三崎　百音／コンクール入賞歴多数 …………………………………………………………… 粉屋の踊り：三角帽子より（ファリャ）
３．（中２）吉田松太郎／第40回ジュニアギターコンクール中学生の部・銅賞首席 ……………………………………… 大序曲（ジュリアーニ）
４．（中３）森元　友惟／第40回ジュニアギターコンクール中学生の部・銀賞次席 ……………………… 椿姫のテーマによる幻想曲（タレガ）
５．（中３）柴田　　諒／コンクール入賞歴多数 ………………………………………… ２つのリディア調による歌よりNo.1・２（ダンジェロ）
６．（高１）小林　龍和／第40回ジュニアギターコンクール高校生の部・銀賞 …………………………………… 大聖堂・全三楽章（バリオス）
７．（高２）國松　麻子／第40回ジュニアギターコンクール高校生の部・努力賞 …………………………………… 暁の鐘（E.デ・ラ・マーサ）
８．（高２）大蔵奏太朗／第42回学生ギターコンクール高校生の部・３位 …………………………………………… アラビア風奇想曲（タレガ）

開始予定19：00
⑪素晴らしい受賞！／受賞者によるソロ・コンサート
2018年・第11回ギターコンペティション全国大会A１～C部門“グランプリ”／３月24日
１．（中３）川崎　　薫／コンクール入賞歴多数 …………………………………………………………………………… トッカータ（ロドリーゴ）

2017年・第48回クラシカルギターコンクール・第１位／５月３日／今秋にイギリス留学決定！
２．（中３）尾﨑　琴音／第８回コンペティション全国大会A１~C部門“グランプリ” ………………… アクアレルⅡ・Ⅲ（セルジオ・アサド）

2018年・第40回ジュニアギターコンクール・最優秀賞受賞／６月10日
３．（高２）原田　斗生／これまでにGLC賞他グランプリ･１位･金賞受賞多数 …………………………………………… グラン・ホタ（タレガ）

※欠席（高１）横村　福音／2018年・第８回イーストエンド国際ギターコンクール・第１位、これまでに１位・金賞・受賞歴多数
※欠席（大１）横村　嘉乃／第41回学生ギターコンクールG.L.C賞受賞、他これまでに１位・金賞・受賞歴多数

⑫上級生による大合奏／⑩⑪グループ＆有志による …………………………………………………………… アランブラの思い出（タレガ）

終演予定20：00
◆記念撮影（ステージ）◆パーティー（別会場）

卒業生情報：■藤元　高輝（ドイツ・ケルン留学中／2018年・武満徹ギター作品集CD発売：fontec及びナクソス）■
菅沼　聖隆（スペイン留学中／2017年10月第８回セビリア国際ギターコンクール第１位・これまでにCD２枚リリース）
■斎藤　優貴（ドイツ留学中／2018年３月デンマーク・第１回オールボー国際ギターコンクール第１位）■秋田　勇魚
（フランス・パリ留学中／2018年３月南フランス・第７回アルビ国際ギターコンクール第１位）■加藤　早紀（イギリ
ス・ロンドン留学中）■秋田杏樹里（ドイツ・ワイマール留学中）■片根　柚子（フランス留学中）
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村治　昇ギター早期才能教育教室
◆お問合せ／TEL 03－3866－6308　FAX 03－3866－6309　HP：村治昇ウェブサイトで検索
◆新宿スクール・レッスン曜日／月・火・水・木・金・土・日
◆講師／坪川 真理子 ・ 金 庸太・坂場 圭介・山田 岳
◆新宿スクール所在地／新宿4－3－12－904・パシフィックワコービル（高島屋前・一心堂薬局・P隣）
◇北千住クラス／日・月曜（代教：石橋 好）　◇新検見川クラス：木曜（代教：石橋 好）

第45回記念発表演奏会2017年７月17日（日）ミレニアムホール／スナップ集

村治昇ギター教授歴50年祝賀パーティー／浅草ビューホテル「飛翔の間」スナップ集

一般の部合奏

濱田滋郎先生

留学生メッセージ

会場風景

演奏①幼児クラス

演奏②幼児＆小学生低学年

村治奏一＆村治佳織

講師陣

日本スペインギター協会理事

卒業生有志

⑥中学～高校生：アランブラ大合奏

秋田勇魚＆菅沼聖隆

撮影：金子忠良

加藤早紀

講師４重奏

村治佳織 村治昇ご挨拶 村治奏一

記念冊子『ギター教授歴50年の歩み』A4版112頁

村治　昇
ギター教授歴50年の歩み
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村治　昇
ギター教授歴50年の歩み

演奏③年長＆小学１～２年生

演奏④小学２～４年生

演奏⑤小学高学年＆中学生


