村治 昇ギター早期才能教育教室

第 48 回

発 表 演 奏 会
2020 年 7 月 12 日
（日）
■ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、下記の入場規定となります。
１．入場は右記の部に限ります。□一般の部 □ジュニアの部ステージ［
］
２．当プログラム持参者のみの入場となりますのでご了承ください。
３．入場の際は当日利用者名簿に氏名、住所、体温、電話番号をご記入下さい。
於：ミレニアムホール（台東区西浅草 3‑25‑16）
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この度、当プログラムの通り第 48 回発表演奏会を開催する運びとなりました。昨今の新型コロナウイ
スル禍の中、門下生の皆さんはギターの練習を心の寄り所とし何時にも増して熱心に精進して過ごして
おります。皆さんの熱意を大切にし、本年も練習の成果を発表することに致しました。関係者の皆様方
だけにお聴き頂く異例の発表会となりましたが、どうぞ事情をご理解の上お聴き頂ければ幸いでござい
ます。

村治

主催

昇

ギター早期才能教育教室「第 47 回記念

発表演奏会」

2019. 7. 28

村治

台東区西浅草ミレミアムホール

昇

プ ロ グ ラ ム
※本日の客席使用可は 62 席までとなりますので、ステージごとに出演関係者のみの入場入れ替え制となります。
◆一般の部
開演 10：00

１．（ソロ）中川 和恵 （石橋クラス） …………………………………………………………………………… インカの母（ファルー・阿久津編）
２．（ソロ）大杉 鉄男 ………………………………………………………………………………………………………………… 雨だれ（リンゼイ）
３．（ソロ）飯泉 昌子 ………………………………………………………………………………………… 椿姫のテーマによる幻想曲（アルカス）
４．（ソロ）小田 頼久 ………………………………………………………………………………………… ブーレ＆マリエッタ（バッハ＆タレガ）
５．（ソロ）鈴木 智大 …………………………………………………………………………………………… タンゴ・アン・スカイ（ディアンス）
６．（ソロ）山内 笑子 ………………………………………………………………………………………… グリーン・スリーブス（カッティング）
７．（ソロ）石川 良男 ………………………………………………………………………………………… プレリュード第１番（ヴィラ = ロボス）
８．（ソロ）石橋
好 …………………………………………………………………………………………………………… カディス（アルベニス）
９．（ソロ）浅野由美子／第 13 回ギターコンペティション全国大会 G 部門（１年延期 /2021．
3．
28．
白寿ホール）
…………………………………… マリーア・エチュード第３番・聖母の御子（タレガ・ヴィラ = ロボス・リョベート）

11：00 終了・客席入替え
ステージ［Ⅰ］ 開演 12：00
◆ジュニアの部
①かわいいステージ／幼児グループ
１．（年少）原
文彦 ……………………………………………… たこたこあがれ１弦〜３弦／４弦〜６弦（ギターだ〜いすき・第１集より）
２．（年中）片桐 凛子 ……………………………………………… あした天気にな〜れ／おすべり台は 12 段（ギターだ〜いすき・第１集より）
３．（年中）中澤 樹里 …………………………………………………… メリーさんのひつじ／キラキラぼし（ギターだ〜いすき・第１集より）
４．
（年長）上原まるい／第 42 回ジュニアギターコンクール幼児の部・第２位…エーデルワイスと変奏（はじめてのギターソロより）

②かわいいステージ／小学１年生グループ
１．（小１）原
弘之 ………………………………………………… かえるのがっしょう／川はよんでいる（ギターだ〜いすき・第１集より）
２．（小１）倉地 杏寿 …………………………………………………………… ジングル・ベル／きらきら星（ギターだ〜いすき・第１集より）
３．（小１）吉岡 璃乃 ………………………………………………… ミッキー・マウス・マーチ１番／２番（ギターだ〜いすき・第２集より）
４．（小１）片桐 賢人 …………………………………………………………… アルゼンチンのカフェ／グラナダの街角（おもしろギターより）
５．（小１）伊吾田弓弦／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・入賞…リトルアンダンテ（はじめてのギターソロより）
６．（小１）吉村 明慶／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・第３位 ……… かわいいカンパネラ（村治昇）
12：40 終了後・客席入替え
ステージ［Ⅱ］ 開始 13：20

③新２年生！／小学２年生グループ・１
１．（小２）角谷 麓月 ………………………………………………… ミッキー・マウス・マーチ１番／２番（ギターだ〜いすき・第２集より）
２．（小２）大滝
慶 …………………………………………………………………… かごめかごめ／さくら（ギターだ〜いすき・第２集より）
３．（小２）海部
凪 ………………………………… かわいいオーガスチン／ビビディ・バビディ・ブー（ギターだ〜いすき・第２集より）
４．（小２）古井よし埜 ……………………………………………… エーデルワイス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）
※欠席／金弘大蔵（年長）／金弘晴乃（小２）

④メンバー充実の２年生！／小学２年生グループ・２
１．（小２）宮下 楽七 ……………………………………………………………………… かりとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
２．（小２）大和
舜 …………………………………………………………………… カルリのリトルアンダンテ（はじめてのギターソロより）
３．（小２）西村 瑛樹／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・奨励賞 …………………… 雨だれ（リンゼイ）
４．（小２）松尾 咲希 ………………………………………………………………………………… ロマンス／アンダンテ（カルリ／カルカッシ）
５．（小２）名倉 宗佑 …………………………………………………………………………………………………… アンダンテ・イ短調（カルリ）
６．（小２）中澤 慶太／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部・第２位 …………………… 雨だれ（リンゼイ）
14：00 終了後・客席入替え
ステージ［Ⅲ］ 開始 14：40

⑤中学年に進級３年生！／小学３年生グループ
１．（小３）小川 瑠斗 …………………………………………………………………………………………………………… 夢見る人（フォスター）
２．（小３）三好 新太 ………………………………………………………………………… 雲って楽しい／ハバナの踊り（おもしろギターより）
３．（小３）大出
潤 ………………………………………………………………………… ワルツ・ニ長調と２つのヴァリエーション（カルリ）
４．（小３）吉田 高巳 ………………………………………………… コストのテーマと３つのヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
５．（小３）上原那由多 ………………………………………………… カーノのテーマと３つのヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
６．
（小３）中澤 佑太／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・奨励賞…ガボット・ショーロ（ヴィラ = ロボス）
⑥楽しみな若芽の伸び！／小学４年生グループ
１．（小４）光成 奏一 ………………………………………………………………………………………………………… 愛のロマンス（ルビーラ）
２．（小４）伊藤 与一／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校中学年の部・奨励賞 …………… ロンド・イ長調（カルリ）
３．（小４）田畑 紗英／第 44 回学生ギターコンクール小学校低学年の部・第５位…ギャロップ＆アングレーズ（ソル＆カルリ）
４．（小４）大橋 悠里／第 44 回学生ギターコンクール小学校低学年の部・第２位 …… フェステ・ラリアーネ（モッツァーニ）

15：20 終了後・客席入替え
ステージ［Ⅳ］ 開始 16：00

⑦高学年に進級！／小学５年生グループ
１．（小５）神藤 麗央 …………………………………………………………………………………… さくら変奏曲（はじめてのギターソロより）
２．（小５）吉岡 瑚乃 ………………………………………………………… 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）
３．（小５）樋口 佳奈 ………………………………………………… 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）
４．（小５）宮下 世楽 ………………………………………………… メルツのテーマと３つのヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
５．（小５）峯田
羚 ………………………………………………………………… ロンド・ホ長調＆アレグロ・ニ長調（カルカッシ／コスト）
…カタロニア民謡曲集より盗賊の歌（リョベート）
６．
（小５）三浦 佳音／第13回ギターコンペティション全国大会 A２部門（１年延期）
７．
（小５）小川 璃莉／第42回ジュニアコンクール小学校高学年の部・奨励賞…ニュー・シネマ・パラダイス（モリコーネ／鈴木大介編）
⑧いよいよ小学校最高学年に進級！／小学６年生グループ
１．（小６）三輪 昂輝 ………………………………………………………………………………………………………… 愛のロマンス（ルビーラ）
２．（小６）杉山 果蓮 ……………………………………………………………………… ワルツ・ト長調／緑の木陰にて（アグアド／ヘンツェ）
３．（小６）鈴木
恵／第 42 回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部・第１位 … ファンタジア第７番（ダウランド）
※欠席／山本和佳（小６）コンクール１位受賞歴多数／藤田文護（小６）第 42 回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部・奨励賞

16：50 終了後・客席入替え
ステージ［Ⅴ］ 開始 17：30

⑨目覚ましい成長ぶり！／中学生グループ
１．（中２）大杉 紗楽 …………………………………………………………………………………………… アンダンティーノ・イ短調（カルリ）
２．（中１）望月かれん／第 44 回学生ギターコンクール小学校高学年の部・第４位 ………… ラ・メランコニア（ジュリアーニ）
３．（中１）岡本
周／第 42 回ジュニアギターコンクール中学生の部・第３位 …ソナタ Op.77 より第３・第４楽章（テデスコ）
４．（中２）西村 桃里／第 13 回ギターコンペティション全国大会 B 部門（１年延期）………… フリア・フロリダ（バリオス）
５．（中２）山本 采和／第 42 回ジュニアギターコンクール中学生の部・第１位 ………… 椿姫の主題による幻想曲（アルカス）
６．（中３）岡 ちえり／コンクール入賞歴多数 ………………………………………………… フェリシダーヂ（ジョビン／ディアンス編）
⑩本格的な実力者！／高校・大学生グループ
１．（高１）三﨑 百音／コンクール入賞歴多数 ………………… マリーア／ベネズエラ風ワルツより第２番＆第３番（タレガ／ラウロ）
２．
（高１）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…コユンババより第１・２・４楽章（ドメニコーニ）
３．（高２）森元 友惟／第 44 回学生ギターコンクール高校生の部・第３位 ……… ５つのバガテルより No.1・３（ウォルトン）
４．（高２）柴田
諒／第 42 回ジュニアギターコンクール高校生の部・第３位 ………………………… ロマンス（スミルノフ）
＆ワイルド・マウンテン・タイム（スコットランド民謡）
………………………………………
マリーア／ソナチネ第１・３楽章（タレガ／トロバ）
５．（大１）大蔵奏太朗／コンクール入賞歴多数
※欠席／小林龍和（高３）第 44 回学生ギターコンクール高校生の部・第２位、高等コース全 12 コース修了／三浦創士（中３）

18：50 終了後・客席入替え
ステージ［Ⅵ］ 開始 19：30

⑪素晴らしい成果！
☆ 2019 年・第 37 回スペインギター音楽コンクール・第１位受賞（10 月 13 日）
☆ 2018 年・第８回イーストエンド国際ギターコンクール・第１位受賞（２月 12 日）
／記念 CD 発売
１．（高３）横村 福音／第 44 回学生ギターコンクール高校生の部・第１位…グランワルツ／トナディーリャ（タレガ／プジョール）
☆ 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）
／記念 CD 発売
２．（大１）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 ………………… 詩的ワルツ集（グラナドス）
☆高等コース全 12 コース修了
３．（大３）横村 嘉乃／これまでに G.L.C 賞、他受賞歴多数 ………………………………… ガロティンとソレアレス（トゥリーナ）
⑫ OB・OG 演奏
１．（イギリス留学中） 尾﨑
２．（セビーリャ留学中）菅沼

琴音／第 48 回クラシカルギターコンクール・第１位 ………… 大聖堂・全３楽章（バリオス）
聖隆／第８回セビーリャ国際ギターコンクール・第１位 ………………… 演奏曲目・当日発表
終演予定 20：20

※新型コロナウイルス感染防止のため ◆全員の記念撮影［無し］◆パーティー［無し］
卒業生情報： 藤元高輝（ドイツ・ケルン留学中／ 2019 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／同年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／ 2019 年１月に日本コロンビアより CD デビューを果たし、ハクジュホールでリサイタル開催／ 2020 年２月
28 日ハクジュホールにてリサイタル開催） 菅沼聖隆（スペイン・セビーリャ留学中／ 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／ 2019 年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／ 2019 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／ 2020 年２月 21 日、３月４日に東京にて一時帰国リサイタル開催 加藤早紀（イギリス・
ロンドン留学中／ 2019 年 11 月 14 日ロンドン・ウィグモアホールでリサイタルを行った） 秋田杏樹里（ドイツ・ワイマール留学中
／ 2020 年フランツ・リスト音楽大学に進学） 片根柚子（フランス・CRR de Paris 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 ） 川 崎 薫（2019 年 ４ 月 よ り 東 京 音 大 付 属 高 等 学 校 に ク ラ シ ッ ク ギ タ ー 専 攻 で 入 学 ）

新刊案内！『大人版 ギター・だ〜いすき』村治 昇・著
新刊案内！『大人版 ギター・だ〜いすき』村治 昇・著

現代ギター社

￥2,200 ＋税

これならできる！55 日間レッスン編・ゼロから始めてレパートリーができる。
ジュニア版「ぎたー・だ〜いすき第１集」を大人版にリメイクしました。毎日進めるよう、又は週末に１週間分を練習
できるよう、55日間の日数付きテキストに生まれ変わりました。最終ステップでは『レパートリーができる！12の楽
しいメロディー集』となっています。ゼロから始める人には持って来いのニュー・スタイルの大人版テキストです！

多くの俊英ギタリストが学び育ったギターテキストの決定版
村治昇ギターメソッド／ギター・だ〜いすきシリーズ

１．第１集

２．おもしろギター

３．第２集

４．初めてのソロ

５．世界のメロディ

６．第３集

７．ソロ曲の魅力

８．第４集

９．第５集

１．ギター・だ〜いすき・第１集
４歳から学べる幼児用テキスト・決定版

２．（併用曲集）おもしろギター
詩のイメージで演奏できる情操教育のテキスト

３．ギター・だ〜いすき・第２集
全編・単旋律マスターの決定版

４．（併用曲集）はじめてのギターソロ
ソロ演奏の基本、二声ソロ演奏の決定版

５．オーケストラと弾く世界の美しいメロディ
添付のオーケストラ CD と共演できる夢の曲集

６．ギター・だ〜いすき・第３集
三声・四声のオリジナル・ソロ曲集

７．（併用曲集）デュオで楽しむソロ曲の魅力
ソロ曲をアナリーゼ（分析）できる好著テキスト

８．ギター・だ〜いすき・第４集
14 の基本練習と小品名曲集

９．ギター・だ〜いすき・第５集
全４巻解説＆やさしいソルフェージュ付
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

オーケストラと楽しむギター名曲シリーズのキャンペーン動画を You Tube にアップしています。
「月光協奏曲」
ファンタスティックな映像

「カルッリ・ギター協奏曲」
楽器図鑑を背景にした映像

「ハバネラ」
バラの花をテーマにした映像

2021 年ニューイヤーギター弾き初めコンサート／ 1 月 11 日（祝日）ミレニアムホール

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／www.muraji-guitar.com
◆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」隣り）
◇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）

