プ ロ グ ラ ム
※お願い：本日の客席使用はソーシャル・ディスタンスを考慮し、自発的に席の間隔を空けてご着席下さい。
開演 10：20
◆一般の部：ソロ曲発表
１．（ソロ）相澤 美穂 （石橋クラス） ……………………………………………………… マズルカ／ミ・ファボリータ（ヘンツェ／作者不詳）
２．（ソロ）中川 和恵 （石橋クラス） ………………………………………………… シチリアーナ／アルタミラの壁画（作者不詳／中林淳眞）
３．（ソロ）大杉 鉄男 …………………………………………………………………………………………………… カヴァティーナ（マイヤーズ）
４．（ソロ）飯泉 昌子 ……………………………………………………………… アルフォンシーナと海／鐘の響き（ラミレス／ペルナンブコ）
５．（ソロ）小田 頼久 …………………………………………………………………………………………………… アランブラの思い出（タレガ）
６．（ソロ）石川 良男 ……………………………………………………………………………………………………… アラビア風奇想曲（タレガ）
７．（ソロ）石橋
好 …………………………………………………………………………………………………………… カディス（アルベニス）
８．（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金賞受賞 …フォリアの主題による変奏曲とメヌエット（ソル）
アレグロ・ブリランテ（アグアド）
第 38 回スペインギター音楽コンクール：マドーラ賞・受賞
９．（合奏）ヴィオレッタ（浅野由美子、中川和恵、飯泉昌子、鈴木久代、玉那覇千賀子）
……………………………………………………………… メヌエット（カル）／見上げてごらん夜の星を（いずみたく）

11：40終了予定・自由解散

〜休憩タイム〜
開演 13：00
◆ジュニアの部 ❤各クラスの終わりに “ お楽しみタイム ” があります。
①北千住＆新検見川クラス／担当講師：石橋 好先生
柳 橋クラス／担当講師：村治 昇先生
１．（年長）中澤 樹里 …………………………………………………………………………………………………… キラキラ星と変奏（村治昇編）
２．（小３）名倉 宗佑 ………………………………………………………………………………………………… ギタリストの宝 No.6（シュルツ）
３．（小３）中澤 慶太 ……………………………………………………………………………………………………… 小さなロマンス（ワルカー）
４．（小４）中澤 佑太／第 43 回ジュニアギターコンクール小中学年の部第３位 …… サンブラ・グラナディーナ（アルベニス）
５．（中３）國兼 快唯 …………………………………………………………………………………………… スペイン風セレナーデ（フェレール）
❤お楽しみタイム

終了後・自由解散

開始予定 13：40
②月曜クラス／担当講師：山田 岳先生
１．（年中）中 のえみ ……………………………………………………… たこたこ上がれ／ちょうちょ／他（ギター・だ〜いすき第１集より）
２．（年長）金弘 悠乃 ………………………………………………… あした天気にな〜れ／蛙が鳴くから帰ろ（ギターだ〜いすき第１集より）
３．（年長）橋 健之介 ………………………………………………………………………………… キラキラ星（ギター・だ〜いすき第１集より）
４．（小１）金弘 大蔵 ………………………………………………………… どうぶつえん／朝練、午後錬、夜錬しよう（おもしろギターより）
５．（小２）伊吾田弓弦 ………………………………………………………………… ファンダンゴ（キュフナー）／マーチ・イ長調（カルカッシ）
６．（小３）金弘 晴乃 ………………………………………………………………………………………… ラルゴ：新世界より（ドヴォルザーク）
７．（小５）田畑 紗英 ……………………………………………………………… アレグレット・ホ短調／アンダンティーノ・イ短調（カルリ）
８．（小６）峯田
羚 …………………………………………………… ワルツ・イ長調／アレグロ・ノン・トロッポ（アグアド／カルカッシ）
９．（中２）望月かれん ……………………………………………………………………………………………………… 水の精の踊り（フェレール）
❤お楽しみタイム

終了後・自由解散

開始予定 14：30
③火曜クラス／担当講師：金 庸太先生
１．（年中）原
文彦 ………………………………………………………………… りっぱさくらべ／どっちが金メダル（おもしろギターより）
２．（小２）原
弘之 …………………………………………………… ビビディ・バビディ・ブー／キラキラ星と変奏（第２集／第５集より）
３．（小３）角谷 麓月 ………………………………………………………………… かごめかごめとヴァリエーション（わらべうた・村治昇編）
４．（小３）松尾 咲希 …………………………………………………………………… 金鳳花ワルツ／ノクターン（ビックフォード／ヘンツェ）
５．（小５）伊藤 与一 ……………………………………………………………………………………………………… ロンド・ハ長調（カルッリ）
６．（中３）大杉 紗楽 ……………………………………………………………… ワルツ・ト長調／マリア・ルイサ（フォルテア／サグレラス）
※欠席／（高１）三浦創士

❤お楽しみタイム

終了後・自由解散

開始予定 15：15
④水曜クラス／担当講師：山田 岳先生
１．（小２）片桐 賢人 …………………………………………………………………………… リトル・アンダンテ（はじめてのギターソロより）
２．（小３）宮下 楽七 …………………………………………………………………………………… さくら変奏曲（はじめてのギターソロより）
３．（小３）大和
舜 ………………………………………………………………… 金鳳花ワルツ／ワルツ・ホ長調（ビックフォード／カルリ）
４．（小３）西村 瑛樹 ……………………………………………………………………………… 人生のメリー・ゴーランド（久石譲／小関佳宏）
５．（小４）上原那由多 …………………………………………………………………………………………………… ワルツ・ニ短調（カルカッシ）
６．（小６）宮下 世楽 …………………………………………………………………………………………………… ワルツ・イ短調（カルカッシ）
７．（中１）鈴木
恵／第 43 回ジュニアギターコンクール中学生の部第３位 …………………… ソナタ K.27（スカルラッティ）
８．（中３）西村 桃里 ………………………………………………………………… ヘンデルの調子の良い鍛冶屋による変奏曲（ジュリアーニ）
❤お楽しみタイム

終了後・自由解散

開始予定 16：05
⑤金曜クラス／担当講師：坪川真理子先生
１．（年長）片桐 凛子／第 43 回ジュニアギターコンクール幼児の部第１位 …………… パーセルのカノンと変奏曲（パーセル）
２．（小１）山崎耕太郎 ………………………………………………………………………………… キラキラ星（ギター・だ〜いすき第１集より）
３．（小２）河野悠治郎 …………………………………………………………… よろこびの歌／茶色のこびん（ギター・だ〜いすき第２集より）
４．（小４）小川 瑠斗 …………………………………………………………………………… リトル・アンダンテ（はじめてのギターソロより）
５．（小６）小川 璃莉／第 43 回ジュニアギターコンクール小学校高学年の部第３位 …………… カプリス No,24（パガニーニ）
６．（中１）杉山 果蓮 ……………………………………………………………………………………………………… 小さなロマンス（ワルカー）
７．（高２）三﨑 百音 ………………………………………………………………………………………… 椿姫のテーマによる幻想曲（アルカス）
❤お楽しみタイム

終了後・自由解散

開始予定 16：55
⑥木曜クラス／担当講師：山田 岳先生
１．（小２）吉岡 璃乃 ……………………………………………………………………………… マーチ：ソロ版（ギターだ〜いすき第５集より）
２．（小３）大滝
慶 …………………………………………………………… 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）
３．（小３）古井よし埜 …………………………………………………………………………………………………… ロンド・ホ長調（カルカッシ）
４．（小４）三好 新太 …………………………………………………………………… 四季の歌・春・夏・秋・冬（はじめてのギターソロより）
５．（小６）吉岡 瑚乃 ………………………………………………………………………………… ワルツ・ニ長調とヴァリエーション（カルリ）
※欠席／（高３）森元

友惟

❤お楽しみタイム

終了後・自由解散

開始予定 17：30
⑦日曜クラス／担当講師：坂場圭介先生
１．（小２）倉地 杏寿 ……………………………………………… 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）
２．（小４）大出
潤 ……………………………………………………………………………………………………… ロンド・イ長調（カルッリ）
３．（中１）山本 和佳 …………………………………………………………………………………………………………… 朱色の塔（アルベニス）
４．（中１）藤田 文護 ……………………………………………………………………………………………………… アラビア風奇想曲（タレガ）
「第 13 回ギターコンペティション全国大会ジュニア部 グランプリ受賞
５．（中２）岡本
周／第 43 回ジュニアギターコンクール中学生の部第２位」 … ソナタ・ロマンティカより第４楽章（ポンセ）
６．（中３）山本 采和／第 43 回ジュニアギターコンクール中学生の部第１位 最優秀賞 ……… カプリス No.8（テデスコ）
７．（大２）大蔵奏太朗 ………………………………………………………………………………………………………… ソナチネ全楽章（トロバ）
※欠席／（小３）海部凪／（高３）柴田諒／（高１）岡ちえり／（大１）小林龍和

❤お楽しみタイム

⑧土曜クラス／担当講師：金 庸太先生
１．（小１）上原まるい／第 43 回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部第３位

終了後・自由解散
開始予定 18：35

………………………………………………………… イタリアのメロディ／グリーンスリーヴス（Tariana Stachk ／イングランド民謡）

２．（小２）吉村
３．（小４）吉田
４．（小５）光成
５．（小６）神藤
６．（小６）樋口
７．（小５）大橋
８．（小６）三浦
９．（留学）原田
10．（大４）横村
※欠席（高卒）横村

明慶／第 43 回ジュニアギターコンクール小学校低学年の部第２位… アンダンテ／ワルツ（メルツ／アグアド）
高巳 …………………………………………………………………………………… 落ち葉のワルツ（タチアナ・スタチャック）
奏一 ………………………………………………………………………………………………… マラゲーニャ（Tariana Stachk）
麗央 ……………………………………………………… キラキラ星と変奏／喜びの歌と変奏（フランス民謡／ベートーベン）
佳奈 …………………………………………… 金鳳花ワルツ／ト長調ワルツとヴァリエーション（ビックフォード／カルリ）
悠里 …………………………………………………………………………………………… プレリュード No.2（ヴィラ = ロボス）
佳音 …………………………………………………………………………………………… プレリュード No.5（ヴィラ = ロボス）
斗生〈留学準備中〉 ………………………………………………………………… ラ・グラン・サラバンダ（ブローウェル）
嘉乃 ………………………………………………………… プレリュード Bwv.996 より／カプリス 15 番（バッハ／レニャーニ）

福音（スペイン留学準備で渡西中）

❤お楽しみタイム

19：40 終演予定

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・パリ留学を終え 2020 年 10 月に帰国／ 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＜コロナ渦のため現在
一時帰国中＞／ 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月東京音大付属高等学
校にクラシックギター専攻で入学） 吉田松太郎（2020 年４月東京音大付属高等学校にクラシックギター専攻で入学） 横村福音
（2021 年３月東京音大付属高等学校を卒業しスペイン留学準備中）

第 49 回発表演奏会・出演者限定配布記念 CD『村治昇コレクション１・２ 1991 〜 1992 録音盤』
ギター・ホーム名曲コンサート

ベスト 20 曲選

ギター愛奏曲

小品ベスト 20

村治 昇・プロデュース既刊案内

オーケストラと楽しむギター名曲シリーズ第５作（村治 昇ウェブサイト参照）
「聖母の御子」￥1,800

模範演奏：村治 昇

ギターパート：リョベート編（運指・村治 昇）
オーケストラパート：井上勝仁編曲
カタロニア民謡の名曲をオーケストラと夢の共演！
CD プレーヤー対応／1. 聖母の御子模範演奏：2.オーケストラチューニング：3. 聖母の御子（マイナス・ワン）
パソコン収録データ／1.ギターパート譜：2.ギタータブ譜：3.ピアノ伴奏譜：4. 解説・ワンポイント・レッスン
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

既刊：第１作
第２作
第３作

マリア・ルイサ（サグレラス）
ハバネラ（アルバ）
カルッリ・ギター協奏曲

第１楽章
第２楽章
第３楽章

第４作

購入方法はウェブサイト参照

エチュード・イ短調
ロマンス・ハ長調
アンダンティーノ・イ短調

ソル／月光協奏曲

第１楽章
第２楽章
第３楽章

月光 Op.35‑22
アンダンテ Op.35‑4
ギャロップ Op.32‑6

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

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

♪ 2022 年ニューイヤーギター弾き初めコンサート／ 2 月 11 日（祝）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：金曜（代教：石橋 好）

