村治 昇ギター早期才能教育教室

2018 年ニューイヤー

弾き初めコンサート
2018 年１月 14 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）
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この度、当プログラムの通り 2018 年ニューイヤー弾き初めコンサートを開催す
る運びとなりました。
つきましては、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。
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◆一般の部

プ ロ グ ラ ム
開演 10：20

１.（ソロ）楠 美津香（石橋クラス）������������������������� ラグリマとアデリータ（タレガ）
２.（ソロ）松本
康（石橋クラス）���������������������������� マジョルカ（アルベニス）
３.（ソロ）松田 和夫（石橋クラス）��������������������������� 小さなロマンス（ワルカー）
４.（ソロ）中川 和恵（石橋クラス）��������������������������� メヌエット・op-11-１（ソル）
５.（ソロ）大杉 鉄男 ������������������������������������� ラグリマ（タレガ）
６.（ソロ）飯泉 昌子 �������������������������������� ラルゴ・ノン・タント（ソル）
７.（ソロ）小田 頼久 ������������������������������ ハンソン婦人のパフ（ダウランド）
８.（ソロ）山内 笑子 �������������������������������� アメリアの誓い（リヨベート）
９.（ソロ）鈴木 智大 ������������������������������� 大聖堂第１・２楽章（バリオス）
10.（ソロ）石川 良男 ����������������������������� プレリュード No.1（ヴィラ = ロボス）
11.（ソロ）石橋
好 ����������������������������� フーガ・イ短調 BWV.1000（バッハ）
12.（ソロ）浅野由美子 ������������� エチュード No.1 ＆プレリュード BWV.998 より（ヴィラ = ロボス＆バッハ）
13.（合奏）一般の部全員による合奏 CD オーケストラとのアンサンブル� ギター協奏曲第３楽章（カルッリ／井上勝仁編）
終了予定 12：00

〜昼食休憩〜
※昨年度コンクール（ジュニア＆コンペティション）の成績は、昨年の発表会プログラムに記載済み

◆ジュニアの部

開演 13：00

①かわいいステージ／「森の音楽会」を、なかよくリレー演奏
１.（年中）中澤 慶太 ���������������������������� マーチ（ギターだ〜いすき・第１集より）
２.（年中）大和
舜 �������������������������� キラキラ星（ギターだ〜いすき・第１集より）
３.（年中）名倉 宗佑 ������������������������ ジングル・ベル（ギターだ〜いすき・第１集より）
４.（年中）宮下 楽七 ������������������������ 川はよんでいる（ギターだ〜いすき・第１集より）
５.（年中）松尾 咲希 ��������������������� かわいいオーガスチン（ギターだ〜いすき・第２集より）
６.（年中）西村 瑛樹 �������������������� ミッキーマウス・マーチ（ギターだ〜いすき・第２集より）
②もうすぐピカピカの１年生／「メリーさんのひつじ」を、なかよくリレー演奏
１.（年長）小川 瑠斗 ��������������������������� かっこう（ギターだ〜いすき・第１集より）
２.（年長）大出
潤 �������������������������� ちょうちょ（ギターだ〜いすき・第１集より）
３.（年長）吉田 高巳 ������������������������ 鐘の響＆小太鼓に合わせて（おもしろギターより）
４.（年長）上原那由多 �������������������������� 変身名人たんぽぽさん（おもしろギターより）
５.（年長）原田 二菜 ��������������������� ロング・ロング・アゴー（ギターだ〜いすき第２集より）
６.（年長）中澤 佑太 ������������������������� カルリのリトル・アンダンテ（カルリ／村治編）
③もうすぐりっぱな２年生／「おお牧場はみどり」をオーケストラ伴奏で楽しく合奏
１.（小１）伊藤 与一 ������������������������� すてきな秋（おもしろギターより／村治昇作曲）
２.（小１）光成 奏一 ��������������������������� ホタル（おもしろギターより／村治昇作曲）
３.（小１）藤田 喜介 �������������������������� こいのぼり（ギターだ〜いすき・第２集より）
４.（小１）大橋 悠里 ��������������������������� 王の行進（ギターだ〜いすき・第２集より）
５.（小１）田畑 紗英 ��������������������������� さくら変奏曲（はじめてのギターソロより）
④楽しいステージ発表／「ウェルナーの野ばら」をオーケストラ伴奏で楽しく合奏
１.（小２）神藤 麗央 ������������������������ どうぶつえん（おもしろギターより／村治昇作曲）
２.（小２）吉岡 瑚乃 ��������������������������� たなばた（ギターだ〜いすき・第２集より）
３.（小２）秋山
陽 ����������������������� 思い出のアルバム（ギターだ〜いすき・第２集より）
４.（小２）樋口 佳奈 ������������������������� よろこびの歌（ギターだ〜いすき・第２集より）
５.（小２）宮下 世楽 ��������������������������� ドナドナ（ギターだ〜いすき・第２集より）
⑤小さなギタリストたち！／「カルリギター協奏曲・第一楽章」をオーケストラ（CD）と共演
１.（小２）三浦 佳音 ���������������������������������� 小さなロマンス（ワルカー）
２.（小２）小川 璃莉／第 42 回学生ギターコンクール小学生低学年の部・５位 カプリス・オリエンタル（ビックフォード）
３.（小３）藤田 文護 ������������������� 金鳳花ワルツと変奏＆カナリオス（ビックフォード／サンス）
４.（小３）鈴木 恵／第 42 回学生ギターコンクール小学生低学年の部・２位 ��� フェステ・ラリアーネ（モツァーニ）
５.（小３）山本 和佳／第 42 回学生ギターコンクール小学生低学年の部・１位 ������ メヌエット・イ長調（ソル）
開始予定 14：30

⑥世界の美しいメロディーより／名曲「グリーン・スリーブス」をオーケストラ（CD）伴奏で合奏
１.（小３）三輪 昂輝 �������������������� 四季の歌とヴァリエーション（荒木とよひさ／村治昇編曲）

２.（小３）杉山
３.（小３）大枝
４.（小５）神藤
５.（小５）大杉
６.（小５）國兼
７.（小５）邑橋
８.（小６）椎名

果蓮
篤弥
俐仁
紗楽
快唯
裕一
梨紗

�������������������������������� アンダンティーノ（カルカッシ）
���������������������������������� 小さなロマンス（ワルカー）
����������������������� シューベルトの子守唄（シューベルト／村治昇編曲）
������������������ 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）
��������������������������������� アンダンテ・ニ短調（コスト）
��������������������������������� ワルツ・ト長調（フォルテア）
������������������� エーデルワイスとヴァリエーション（ロジャース／村治昇編）

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４）望月かれん／コンクール入賞歴多数 ���������������������� 小さなロマンス（ワルカー）
２.（小４）岡本
周／第 42 回学生ギターコンクール小学生高学年の部・４位 �� プレリュード No.5（ヴィラ = ロボス）
３.（小５）西村 桃里／第 42 回学生ギターコンクール小学生高学年の部・３位 ���� 過ぎ去りしトレモロ（バリオス）
４.（小５）山本 采和／コンクール金賞・１位受賞多数����������� ニュー・シネマ・パラダイス（モリコーネ）
５.（小６）岡 ちえり／第 42 回学生ギターコンクール小学生高学年の部・２位 �� スペイン舞曲第 10 番（グラナドス）
⑧多感な中学時代！／オーケストラ（CD）の響きに乗ってカタロニア民謡「聖母の御子」を共演
１.（中１）猶木 晴也 �������������������������������� アレグレット・ホ長調（カルリ）
２.（中１）矢野 楽華 ����������������������������������� パストラル（カルカッシ）
３.（中１）原田
花 ������������������������������������ ワルツ・ホ長調（ソル）
４.（中２）國兼 怜恩 ������������������������������ プレリュード No.1（ヴィラ = ロボス）
５.（中３）髙石 梨帆 ������������������������������������ 花は咲く（菅野よう子）
※欠席／（小６）三浦創士・（中１）宮脇楓太・（中３）小坂篤史・（高１）古川翔基
開始予定 16：25

⑨目覚ましい成長ぶり！／輝かしいソロ演奏の調べ
１.（中１）三崎 百音／コンクール入賞歴多数 ������������������� スペイン舞曲第５番（グラナドス）
２.（中１）吉田松太郎／コンクール入賞歴多数 ���������������������� ハンガリー幻想曲（メルツ）
３.（中２）國松 遥子 ����������������������������� プレリュード第１番（ヴィラ = ロボス）
４.（中２）森元 友惟 ������������������������������ 椿姫のテーマによる幻想曲（タレガ）
５.（中２）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（ダンジェロ）
６.（中２）川崎
薫／コンクール入賞歴多数 ������������������������� グラン・ソロ（ソル）
７.（中３）小林 龍和／第 42 回学生ギターコンクール中校生の部・４位 ���������� ワルツ第３番（バリオス）
８.（高１）國松 麻子 ����������������������������������� ワルツ第４番（バリオス）
９.（高１）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 ������� サウダーヂ第３番（ディアンス）
開始予定 17：30

⑩素晴らしい受賞！／受賞者によるソロ・コンサート
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 
� ファンダンギーリョ（トゥリーナ）
１.（中２）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”
2017 年・第 25 回山陰ギターコンクールプロフェッショナル部門・第１位／５月４日 
2017 年・第 35 回スペインギター音楽コンクール・第２位／ 10 月８日 
２.（中３）横村 福音／これまでに１位・金賞・受賞歴多数 �� エチュード 12 番＆フリア・フロリダ（ソル／バリオス）
2017 年・第７回イーストエンド国際ギターコンクール・第２位／２月 12 日 
2017 年・第 35 回スペインギター音楽コンクール・第４位／ 10 月８日 
３.（高１）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�������� 悪魔の奇想曲（テデスコ）
2016 年・第 41 回学生ギターコンクール G.L.C 賞受賞（＆高校の部 ･ 第１位）
2016 年・第 34 回スペインギター音楽コンクール・第４位 
［欠席］（高３）横村 嘉乃／これまでに１位・金賞・受賞歴多数
⑪上級生による大合奏／⑨⑩グループ＆有志による ������������������� アランブラの思い出（タレガ）

◆記念撮影（ステージ）◆パーティー（別会場）

終演予定 18：10

～卒業生情報～
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、12 月３日第 60 回東京国際ギ
ターコンクール第５位）／斎藤 優貴 （ドイツ留学中：2017 年７月スペイン・第 19 回エルチェ国際ギターコンクール
第１位）／藤元 高輝 （ドイツ・ケルン留学中）／秋田 勇魚 （フランス・パリ留学中）／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）

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
村治奏一＆村治佳織

講師４重奏

一般の部合奏

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
村治佳織

濱田滋郎先生

村治昇ご挨拶

講師陣

村治奏一

日本スペインギター協会理事

留学生メッセージ

記念冊子『ギター教授歴 50 年の歩み』A4 版 112 頁
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1972 年 撮影

演奏①幼児クラス

⑥中学～高校生：アランブラ大合奏

演奏③年長＆小学１～２年生

演奏④小学２～４年生
演奏②幼児＆小学生低学年

加藤早紀

秋田勇魚＆菅沼聖隆

演奏⑤小学高学年＆中学生

撮影：金子忠良
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村治
◆お問合せ／ TEL 03－3866－6308

昇ギター早期才能教育教室
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・高島屋前野村證券右２軒目）
◇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）

