
村治 昇ギター早期才能教育教室村治 昇ギター早期才能教育教室

2020年ニューイヤー2020年ニューイヤー

弾き初めコンサート弾き初めコンサート
2020年１月12日（日）2020年１月12日（日）
■ 一  般  の  部／10：30開演

■ ジュニアの部／13：30開演

入　場　無　料

於：ミレニアムホールミレニアムホール
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2020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。
 

主催　村治　昇



プ ロ グ ラ ム
◆一般の部

開演10：30

１．（ソロ）松本　　康（石橋クラス） ……………………………………………………………………… プレリュードとアレマンデ（ド・ビゼー）
２．（ソロ）中川　和恵（石橋クラス） ……………………………………………………………………………………  アルタミラの壁画（中林淳眞）
３．（ソロ）大杉　鉄男 …………………………………………………………………………………………………… 　アラビア風奇想曲（タレガ）
４．（ソロ）飯泉　昌子 ……………………………………………………………………………………………………… 　鐘の響き（ペルナンブコ）
５．（ソロ）小田　頼久 ………………………………………………………………………………………… 　ベネズエラ・ワルツ第３番（ラウロ）
６．（ソロ）山内　笑子 ……………………………………………………………………………… 　ベネズエラ・ワルツ第１番＆第２番（ラウロ）
７．（ソロ）石川　良男 ………………………………………………………………………… 　スペイン舞曲第５番“アンダルーサ”（グラナドス）
８．（ソロ）石橋　　好 ……………………………………………………………………………………… 　プレリュード第３番（ヴィラ=ロボス）
９．（ソロ）浅野由美子 ……………………………………………………………………… 　アメリアの遺言・盗賊の歌・商人の娘（リョベート）
※メディア・カーム社長　酒井晴彦さんを偲んで（2019年９月12日急逝・享年65歳）
10．（合奏）“追悼演奏・１”北千住グループ・アンサンブル …………………………………………… 　故郷（ふるさと）／（岡野貞一）
11．（合奏）“追悼演奏・２”一般の部全員による合奏………………………………………………… 　月光協奏曲（F.ソル／井上勝仁編）

終了予定12：00

～休憩～

◆ジュニアの部
開演13：30

①かわいいステージ・Ⅰ／「たこたこあがれ」をリレー演奏
１．（年少）中澤　樹里 …………………………………………………………………………… おにさんこちら（ギターだ～いすき・第１集より）
２．（年中）金弘　大蔵 …………………………………………………………………………… 一番星みつけた（ギターだ～いすき・第１集より）
　かわいいステージ・Ⅱ／「ハバナの踊り」をなかよく合奏
３．（小１）角谷　麓月 ………………………………………………………………………………… 変身名人たんぽぽさん（おもしろギターより）
４．（小１）大滝　　慶 …………………………………………………………………………………………… ウィーン通り（おもしろギターより）

②たのしいステージ／「アランブラの噴水」をなかよく合奏
１．（年長）吉岡　璃乃 ……………………………………………………………………………………………… リオの唄声（おもしろギターより）
２．（小１）金弘　晴乃 ………………………………………………………………………………………… グラナダの街角（おもしろギターより）
３．（小１）海部　　凪 ………………………………………………………………………………… アルゼンチンのカフェ（おもしろギターより）

③めきめき上達・楽しいね！／「ミッキー・マウス・マーチ」をなかよく合奏
１．（小１）古井よし埜 ……………………………………………………………………………… 茶色の小びん（ギターだ～いすき・第２集より）
２．（年中）上原まるい ……………………………………………………………………… ラルゴ：新世界より（ギターだ～いすき・第２集より）
３．（年長）伊吾田弓弦 ……………………………………………………………………… かりとヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
４．（年長）吉村　明慶 ……………………………………………………………………………… ハイドンのアンダンテ（モーツアルト：村治編）

④春になると新２年生！／ほがらかに「おお牧場はみどり」をオーケストラ伴奏で合奏
１．（小１）宮下　楽七 ……………………………………………………………………………………  ぶんぶんぶん（はじめてのギターソロより）
２．（小１）大和　　舜 …………………………………………………………  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１）中澤　慶太 …………………………………………………………………………………………  キンポウゲ・ワルツ（ビックフォード）
４．（小１）松尾　咲希 …………………………………………………………………  四季の歌とヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
５．（小１）名倉　宗佑 ……………………………………………………………………………  リトル・アンダンテ（はじめてのギターソロより）
６．（小１）西村　瑛樹 ………………………………………………………… 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）

⑤もうすぐ進級３年生！／元気よく「おおブルネリ」をオーケストラ伴奏で合奏
１．（小２）小川　瑠斗 …………………………………………………………………………………………………………… 星の世界（コンバース）
２．（小２）大出　　潤 ………………………………………………………………… 白樺の木とヴァリエーション（はじめてのギターソロより）
３．（小２）吉田　高巳 …………………………………………………………… 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）
４．（小２）上原那由多 …………………………………………………………………………………… さくら変奏曲（はじめてのギターソロより）
５．（小２）中澤　佑太／第44回学生ギターコンクール小学校低学年の部・第４位 ……………………… フェステ・ラリアーネ（モツアーニ）

開始予定14：45
⑥楽しみな若芽の伸び！／華やかな「ハバネラ（アルバ作曲）」をオーケストラ伴奏で楽しく合奏
１．（小３）伊藤　与一（リハーサル出席・当日欠席） ………………………………………………………… アンダンティーノ・ハ長調（カルリ）
２．（小３）光成　奏一 …………………………………………………………………………………………………………………… 海の歌（島袋優）
３．（小３）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 ………………… ノクターンとロンド（ヘンツェ＆カルリ）
４．（小３）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 ………………………………… メヌエット・ニ長調（ソル）
５．（小４）神藤　麗央 ………………………………………………………………… ロング・ロング・アゴー（ギターだ～いすき・第２集より）
６．（小４）吉岡　瑚乃 …………………………………………………………………… 一週間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 …………………………………………………………………………………… さくら変奏曲（はじめてのギターソロより）
８．（小４）宮下　世楽 ………………………………………………………… カーノ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）

⑦ギタリストの卵たち！オーケストラの響きに包まれて／「カルッリギター協奏曲第２・３楽章」を演奏
１．（小４）峯田　　羚（リハーサル出席・当日欠席） …………………………………… アンダンテ＆ディベルトメント（メイソニエ／カルリ）
２．（小４）三浦　佳音 …………………………………………………………………… 愛のロマンス＆11月のある日（ルビーラ／ブローウェル）
３．（小４）小川　璃莉／第44回学生ギターコンクール小学校高学年の部・第５位 ………………… イエスタディ（ビートルズ曲／武満徹編）
４．（小５）三輪　昂輝 …………………………………………………………………………………… カプリス・オリエンタル（ビックフォード）
５．（小５）杉山　果蓮 …………………………………………………………………………… ハバネラとマリア・ルイサ（アルバ／サグレラス）
６．（小５）鈴木　　恵／第44回学生ギターコンクール小学校高学年の部・第３位 …………… パヴァーヌ＆ワルツ・ホ長調（サンス／ソル）
７．（小５）藤田　文護／第44回学生ギターコンクール小学校高学年の部・第２位 …………… エチュードOp.6-６＆蜂雀（ソル／サグレラス）
８．（小５）山本　和佳／コンクール入賞歴多数 ……………………………………………………………………… ソナタOp.3-６（ジュリアーニ）

開始予定16：00
⑧合奏はプログラム最後に⑧⑨⑩の３グループ全員で「月光協奏曲：F．ソル」を追悼演奏
１．（中１）大杉　沙楽 ………………………………………………………………………………………………… アンダンテとロマンス（メルツ）
２．（中１）邑橋　裕一 ……………………………………………………………………………………………………… 小さなロマンス（ワルカー）
３．（中１）國兼　快唯 ……………………………………………………………………………………………………… ２つのメヌエット（ラモー）
４．（中２）三浦　創士 ……………………………………………………………………………………………………… アンダンティーノ（カルリ）
５．（高１）國兼　怜恩 ……………………………………………………………………………………………………… アラビア風奇想曲（タレガ）
６．（高２）小坂　篤史 ………………………………………………………………………………………………………………… 熊蜂（プジョール）

⑨目覚ましい成長ぶり！
１．（小６）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 ……………………… メヌエット・ニ長調＆イ長調（ソル）
２．（小６）岡本　　周／第44回学生ギターコンクール小学校高学年の部・第１位 ………………………………… ハンガリー幻想曲（メルツ）
３．（中１）西村　桃里／コンクール入賞歴多数 ……………………………………………………………………… アランブラの思い出 （タレガ）
４．（中１）山本　采和／第44回学生ギターコンクール中学生の部・第２位 …………………………… ５つのバガテルよりNo.1（ウォルトン）
５．（中２）岡　ちえり／コンクール入賞歴多数 …………………………………………………………… アレグロ・スピリット（ジュリアーニ）
６．（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 ……………… スペイン組曲よりカタルーニャ（アルベニス）
７．（高１）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（ウォルトン）
８．（高１）柴田　　諒／第１回六本木国際ギターコンクール・第２位 …………………………………… ２つのリディア調の歌（ダンジェロ）
９．（高３）大蔵奏太朗／コンクール入賞歴多数 ……………………………………………………………………………… 歌と舞曲No.1（ピポー）
※欠席／三﨑百音（中３／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
※欠席／横村嘉乃（大２）／これまでにG.L.C賞、他１位・金賞・受賞歴多数、高等コース全12コース修了

開始予定17：30
⑩素晴らしい成果！コンクール優勝者・演奏
☆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
１．（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 ……………………… ルイス・アロンソの結婚式（ヒメネス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　    
☆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
２．（高２）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 ………………………………３つのスペイン風小品（J.ロドリーゴ）

Ⅰ.ファンダンゴ　Ⅱ.パッサカリア　Ⅲ.サパテアード
⑪追悼演奏（2019年９月12日急逝・享年65歳）
　メディア・カーム社長“酒井晴彦さん”を偲んで ……………………………………………………『月光協奏曲』（フェルナンド・ソル）

終演予定18：15
◆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／昨年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／昨年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／本年２月28日ハクジュホールにてリサイタルを予定）■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／昨年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／昨年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／本年２月
21日、３月４日に東京にて一時帰国リサイタルを予定■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）■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）



～イスタンブール＆エフェソス遺跡の旅（2019.11.4～11.9）～
ブルー・モスク アヤソフィア聖堂4階から アヤソフィア聖堂１階から ライブ・コンサート

トプカプ宮殿・中門 スルタン（皇帝）の広間 ドームの細密画 夕焼けの中、クルーズ出港

ボスフォラス大橋 ケルスス図書館をバックに ケルスス図書館入り口で コロシアムにて

♪♪♪　第48回発表演奏会　 2020年7月12日（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）


