
村治 昇ギター早期才能教育教室

第47回

発 表 演 奏 会
2019年７月28日（日）
■ 一  般  の  部／10：20開演
■ ジュニアの部／13：00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47回発表演奏会を開催する運びとなりました。一昨年開催致しました
ギター教授歴50周年祝賀会の際には、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46回記念　発表演奏会」　　2018 . 7. 20　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10：20

１．（ソロ）楠　美津香　（石橋クラス） ……………………………………………………………………………………… 悲しみの礼拝堂（ゴメス）
２．（ソロ）松本　　康　（石橋クラス） ………………………………………………………………………… 花は咲く（菅野よう子／小関佳宏編）
３．（ソロ）中川　和恵　（石橋クラス） ………………………………………………………………………………… アルタミラの壁画（中林淳眞）
４．（ソロ）大杉　鉄男 ……………………………………………………………………………………プレリュードとエンデチャ〈哀歌〉（タレガ）
５．（ソロ）飯泉　昌子 ………………………………………………………………………………………………………… 悲しみの礼拝堂（ゴメス）
６．（ソロ）小田　頼久 …………………………………………………………………………………………… 椿姫の主題による幻想曲（アルカス）
７．（ソロ）鈴木　智大 ……………………………………………………………………………………………………… エチュードNo.8・６（ソル）
８．（ソロ）山内　笑子 ……………………………………………………………………………………………………… アラビア風奇想曲（タレガ）
９．（ソロ）石川　良男 ………………………………………………………………………………………………… 魔笛の主題による変奏曲（ソル）
10．（ソロ）石橋　　好 ………………………………………………………………………………………… マズルカ・ショーロ（ヴィラ=ロボス）
11．（ソロ）浅野由美子 …………………………………………………………………… プレリュードとアレグロ＆タンゴ（バッハ／アルベニス）
12．（合奏）一般の部合奏・CDオーケストラとのアンサンブル ………………… ロマンスとアレグレット（カルッリ／井上勝仁編）
※欠席／松田和夫

終了予定12：00

～休憩～

◆ジュニアの部
開演13：00

①はじめてのステージ／「東京タワー」「一番星見つけた」をリレー演奏
１．（年少）中澤　樹里 …………………………………………………………………… かえるさんといっしょ（ギターだ～いすき・第１集より）
２．（年中）金弘　大蔵 ……………………………………………………………… ちょうちょさんといっしょ（ギターだ～いすき・第１集より）
３．（小１）角谷　麓月 ………………………………………………………………………………… きらきら星（ギターだ～いすき・第１集より）
４．（小１）大滝　　慶 ……………………………………………………………………………………… マーチ（ギターだ～いすき・第１集より）
５．（小１）海部　　凪　（リハーサル出席・当日欠席） ……………………………………… 川はよんでいる（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．（年中）上原まるい／第41回ジュニアギターコンクール幼児の部・４位 …………………… 変身名人たんぽぽさん（おもしろギターより）
２．（小１）古井よし埜 ………………………………………………………………………………… アルゼンチンのカフェ（おもしろギターより）
３．（小１）金弘　晴乃 ……………………………………………………………………………………… おすべり台は12段（おもしろギターより）
４．（年長）吉岡　璃乃 ……………………………………………………………………… 鐘のひびき・今週のハイライト（おもしろギターより）
５．（年長）伊吾田弓弦／第41回ジュニアギターコンクール幼児の部・３位 …………… 思い出のアルバム（ギターだ～いすき・第２集より）
６．（年長）吉村　明慶／第41回ジュニアギターコンクール幼児の部・１位 …………… ハイドンのアンダンテ（はじめてのギターソロより）

③ピカピカの新１年生！／「フレール・ジャック」をカノンで合奏
１．（小１）宮下　楽七 ………………………………………………………………………………………… グラナダの街角（おもしろギターより）
２．（小１）大和　　舜 ………………………………………………………………………………………… さよなら（はじめてのギターソロより）
３．（小１）中澤　慶太 …………………………………………………………………………… リトル・アンダンテ（はじめてのギターソロより）
４．（小１）松尾　咲希 …………………………………………………………………………………… さくら変奏曲（はじめてのギターソロより）
５．（小１）名倉　宗佑 ……………………………………………………… エーデル・ワイスとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
６．（小１）西村　瑛樹 …………………………………………………………………………………………………………… アングレーズ（カルリ）

④１年生の先輩になった２年生／さわやかに「おお牧場はみどり」をオーケストラ伴奏で合奏
１．（小２）小川　瑠斗 …………………………………………………………………………………… 小さな世界（ギターだ～いすき第２集より）
２．（小２）大出　　潤 …………………………………………………………………………………… ぶんぶんぶん（はじめてのギターソロより）
３．（小２）吉田　高巳 ……………………………………………………………… 泉のほとりとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
４．（小２）上原那由多 …………………………………………………………… かごめかごめとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
５．（小２）葉　　郁寧／第41回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・４位 ……………… スイスの主題による変奏曲（カルカッシ）
６．（小２）中澤　佑太／第41回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・２位 ………………… アンダンテと雨だれ（ソルとリンゼイ）

⑤若芽の伸びは目覚ましい／名曲「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）伊藤　与一 …………………………………………………………………………………… カプリス・オリエンタル（ビッグフォード）
２．（小３）光成　奏一 ……………………………………………………………………… かりとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
３．（小３）田畑　紗英 …………………………………………………………………………………… アンダンテとノクターン（ソルとヘンツェ）
４．（小３）大橋　悠里（リハーサル出席・当日欠席） …………………………………………………………………… 水の精の踊り（フェレール）
５．（小４）神藤　麗央（リハーサル出席・当日欠席） ……………………………………… パガニーニのかり（ぎたーだ～いすき・第２集より）
６．（小４）吉岡　瑚乃 …………………………………………………………… チューリップとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
７．（小４）樋口　佳奈（リハーサル出席・当日欠席） …………… ロング・ロング・アゴーとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
８．（小４）宮下　世楽（リハーサル出席・当日欠席） ……………………… コストのテーマとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）



開始予定15：00
⑥オーケストラの響きに包まれて／オーケストラ（CD）伴奏で「カルッリギター協奏曲」を共演
１．（小５）三輪　昂輝 ………………………………………………………………………………………………… 金鳳花ワルツ（ビックフォード）
２．（小５）杉山　果蓮 ……………………………………………………………………………………… ノクターンとロンド（ヘンツェとカルリ）
３．（中１）國兼　快唯 …………………………………………………………………………………………………………… ワルツ・ホ長調（ソル）
４．（中２）三浦　創士 ………………………………………………………………………………………… アンダンテ・グラツィオーソ（カルリ）
５．（高１）國兼　怜恩 ……………………………………………………………………………スペイン舞曲第５番〈アンダルーサ〉（グラナドス）
※欠席／（中１）大杉紗楽・（中１）邑橋裕一・（中１）神藤俐仁・（高２）小坂篤史

⑦小さなギタリストたち！／人気ある小品名曲「マリア・ルイサ」をオーケストラ（CD）と共演
１．（小４）峯田　　羚／ …………………………………………………………………………………………………… 小さなロマンス（ワルカー）
２．（小４）三浦　佳音／第41回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・第２位 ……………………… ギタリストの宝No.6（シュルツ）
３．（小４）小川　璃莉／第41回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・第１位 ……………………………ワルツ・アンダンティーノ／

花は咲く（カーノ／菅野よう子：佐藤弘和編）
４．（小５）鈴木　　恵／第41回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部・第５位（リハーサル出席・当日欠席）

……フォリアの主題による変奏曲とメヌエット（ソル）
５．（小５）藤田　文護／コンクール入賞歴多数 …………………………………………………………………… 主よ人の望みの喜びよ（バッハ）
６．（小５）山本　和佳／コンクール入賞歴多数 …………………………… 二つのカタロニア民謡：アメリアの遺言と盗賊の歌（リョベート）
７．（小６）望月かれん／第41回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部・第４位 ……………………………………………………鐘の響／

タンゴ・アン・スカイ（ペルナンブコ／ディアンス）
８．（小６）岡本　　周／第41回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部・第１位 …………………………… アストリアス（アルベニス）

開始予定16：30
⑧目覚ましい成長ぶり！／バッハのブーレBWV.996よりを二部合奏
１．（中１）西村　桃里／コンクール入賞歴多数（リハーサル出席・当日欠席） ……………………………… プレリュードとアレグロ（バッハ）
２．（中１）山本　采和／第41回ジュニアギターコンクール中学生の部・第２位 ………エチュードNo.1/プレリュードNo.1（ヴィラ=ロボス）
３．（中２）岡　ちえり／コンクール入賞歴多数 ………………………………………………… モーツアルトの魔笛による序奏と変奏曲（ソル）
４．（中３）三﨑　百音／コンクール入賞歴多数 …………………………………………………………………………………… 大聖堂（バリオス）
５．（中３）吉田松太郎／第９回イーストエンド国際ギターコンクール・第６位 …………………………… コユンババⅠ・Ⅳ（ドメニコーニ）
６．（高１）森元　友惟／コンクール入賞歴多数 …………………… 人形の夢／椿姫の主題による幻想曲（バリオス／ボネル校訂＆タレガ編）
７．（高１）柴田　　諒／第１回六本木国際ギターコンクール・第２位 …………………………………… プレリュードNo.5（ヴィラ=ロボス）
※欠席／（高３）大蔵奏太朗／第41回ジュニアギターコンクール高校生の部・第２位

開始予定17：30
⑨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“グランプリ受賞”／３月24日
１．（高１）川崎　　薫／第２回スペイン音楽国際コンクール・ギター部門第２位、他入賞歴多数 ソナタより第１・３楽章（L.ブローウェル）

☆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／２月12日
２．（高２）横村　福音／これまでに１位・金賞・受賞歴多数 ………３つのスペイン風小品よりパッサカリアとサパテアード（J.ロドリーゴ）

☆2019年・第９回イーストエンド国際ギターコンクール・第１位受賞／５月19日
３．（高３）原田　斗生／これまでにG.L.C賞・ジュニア最優秀賞・他受賞歴多数…タンゴ・ニ長調（I.アルベニス）舞踊礼讃（L.ブローウェル）

⑩高等コース全12コース修了・記念コンサート（２名）
１．（高２）小林　龍和／第41回ジュニアギターコンクール高校生の部・第１位 ………………………… ベネズエラ風ワルツNo.3（A.ラウロ）

フリア・フロリダ（A.バリオス）／ソルの主題による変奏曲（M.リョベート）
２．（大２）横村　嘉乃／これまでにG.L.C賞、他１位・金賞・受賞歴多数 ………………………………… マヒーへ“ガラニ舞曲”（A.バリオス）

フリア・フロリダ（A.バリオス）／フーガBVW.1000（J.S.バッハ）

⑪上級生によるトレモロ名曲大合奏！／⑧⑨⑩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18：30
◆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／本年６月第８回ハインスベルク国際ギターコンクール第１位／今秋
９月10日東京オペラシティリサイタルホールB→Cに出演）■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／本年１月に日本コロンビアよりCDデビューを果たした／今夏８月17
日ハクジュホールでリサイタルを行う）■菅沼聖隆（スペイン・セヴィリア留学中／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／今夏８月に一時帰国リサイタルを各地で開催）■斎藤優貴（ド
イツ・ワイマール留学中／本年５月第１回プレスティ・ラゴヤ国際ギターコンクール第１位を初め、国際ギターコンクー
ルで通算10回にも挙がる第１位を獲得し、ヨーロッパツアーで活躍中■加藤早紀（イギリス・ロンドン留学中／ジュリ
アン・ブリームのレッスンも受講している）■秋田杏樹里（ドイツ・ワイマール留学中）■片根柚子（フランス・
CRRdeParis留学中）■尾﨑琴音（2018年９月よりイギリス・メニューイン音楽院留学中）



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）

2020年ニューイヤーギター弾き初めコンサート／1月12日（日）ミレニアムホール

PROGRAM

【旅：トルコ】　 コユンババ（C.ドメニコーニ）
【映画】　　　  『禁じられた遊び』から＜愛のロマンス＞（村治佳織編）
【旅：スペイン】 カスティーリャ組曲（F.M.トロバ）
【映画】　　　  『ミッション』から＜ガブリエルのオーボエ＞（E.モリコーネ）
【旅：イタリア】 ソナタ“ボッケリーニ讃”Op.77（M.C=テデスコ）

【旅：イギリス】 ダウランドによるノクターナルOp.70（B.ブリテン）
【映画】　　　  『ロミオとジュリエット』から＜愛のテーマ＞（N.ロータ）
【旅：ブラジル】 “没後60年記念”
　　　  　　　カデンツァ：ギター協奏曲より（H.ヴィラ=ロボス）
　　　  　　　ショーロス第一番（H.ヴィラ=ロボス）
【映画】　　　  『戦場のクリスマス』（坂本龍一／佐藤弘和編）

使用ギター
Antonio de Torres 1859年
Jose Luis Romanillos 1990年
Paur Jacobson 1992年
Jose Luis Romanillos 2002年 （木製トルナボス付き）

COMMENT

　大ホ一ルで聴いたギターのリサイタルで特に印象に残っているのは、ジュリアン・ブリ
一ム。一人で沢山の方々の耳目を集めて、集中して弾けるとはなんてカッコいいのだろう
と目も耳もハートマ一クでした。
　それから時を経て、私も生まれ育った東京や他の都市の素晴らしい大ホ一ルにてリサ
イタルを行う機会をいただいて参りました。　
　今回のリサイタルの舞台は30年以上の歴史を持つサントリーホ一ル。このホ一ルの持
つ“場の力”は凄いと何度も感じています。足を踏み入れた途端に、豊かな気持ちになれ

日本ロレックス presents

～デビュー25周年を越えて～

村治佳織 ギター・リサイタル2019
 “旅と映画に恋して！”

©Ayako Yamamoto

サントリーホール 大ホール
14：00開演 （開場13：15）
Ｓ席 5,800円 ／ Ａ席 4,800円 ／
Ｂ席（ステージ横） 4,000円 ／ P席（ステージ後） 3,000円
（税込・全席指定） ※未就学児入場不可

2019.12.21（SAT）

一般発売日：2019年9月7日（土）10：00～

アルバム『シネマ』
第33回日本ゴールドディスク大賞2019

インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー受賞！

PROGRAM

【旅：トルコ】　 コユンババ（C.ドメニコーニ）
【映画】　　　  『禁じられた遊び』から＜愛のロマンス＞（村治佳織編）
【旅：スペイン】 カスティーリャ組曲（F.M.トロバ）
【映画】　　　  『ミッション』から＜ガブリエルのオーボエ＞（E.モリコーネ）
【旅：イタリア】 ソナタ“ボッケリーニ讃”Op.77（M.C=テデスコ）

【旅：イギリス】 ダウランドによるノクターナルOp.70（B.ブリテン）
【映画】　　　  『ロミオとジュリエット』から＜愛のテーマ＞（N.ロータ）
【旅：ブラジル】 “没後60年記念”
　　　  　　　カデンツァ：ギター協奏曲より（H.ヴィラ=ロボス）
　　　  　　　ショーロス第一番（H.ヴィラ=ロボス）
【映画】　　　  『戦場のクリスマス』（坂本龍一／佐藤弘和編）

使用ギター
Antonio de Torres 1859年
Jose Luis Romanillos 1990年
Paur Jacobson 1992年
Jose Luis Romanillos 2002年 （木製トルナボス付き）

COMMENT

　大ホ一ルで聴いたギターのリサイタルで特に印象に残っているのは、ジュリアン・ブリ
一ム。一人で沢山の方々の耳目を集めて、集中して弾けるとはなんてカッコいいのだろう
と目も耳もハートマ一クでした。
　それから時を経て、私も生まれ育った東京や他の都市の素晴らしい大ホ一ルにてリサ
イタルを行う機会をいただいて参りました。　
　今回のリサイタルの舞台は30年以上の歴史を持つサントリーホ一ル。このホ一ルの持
つ“場の力”は凄いと何度も感じています。足を踏み入れた途端に、豊かな気持ちになれ
る場所。そんな素晴らしいステージで、大好きなギターと共に皆様をお迎えできることが
楽しみで仕方ありません。
　デビュー25年を過ぎ、これまでに海外旅行も沢山し、映画音楽もレパートリーに加
え、様々な経験を重ねてきた中で、音も表現もそれらを包括した今があると思います。　
　旅の楽しさ！映画の楽しさ！を皆さまと共有し、同時にギターの音色に耳を傾けてい
ただけましたら幸いです。

©Ayako Yamamoto

【主催】 J-WAVE／東京音協　　
【特別協賛】 日本ロレックス株式会社　　
【後援】 ユニバーサル ミュージック　　
【お問い合わせ】 東京音協 TEL：03-5774-3030 （平日11:00～17:00）
　　　　　　　 http://t-onkyo.co.jp/

サントリーホール 大ホール
14：00開演 （開場13：15）
Ｓ席 5,800円 ／ Ａ席 4,800円 ／
Ｂ席（ステージ横） 4,000円 ／ P席（ステージ後） 3,000円
（税込・全席指定） ※未就学児入場不可

2019.12.21（SAT）

一般発売日：2019年9月7日（土）10：00～

アルバム『シネマ』
第33回日本ゴールドディスク大賞2019

インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー受賞！


