
～ グループレッスン講座生の合奏 ～

♪　終演 本日はありがとうございました　♪

♪　プ　ロ　グ　ラ　ム　♪

ｽｶﾎﾞﾛｰ・ﾌｪｱ  平井知志 菅原芽生 赤野多恵子 小金井孝子  飯尾由加里 横島陽子
　／ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ民謡  瀬川直子 鈴木喜美子 吉澤信幸 多田歩未 佐藤歩 揖斐賢 松坂良朗
    太田崇 渡辺英幸 石毛元 鈴木良次 倉脇優介 田村博 櫻井良則
    発表会で初めてのステージ、独奏で参加の方も、まずは始めに合奏でステージ演奏！
    1966年アメリカ映画「卒業」のテーマ曲。サイモン＆ガーファンクルのヒットナンバー

イサベル   鈴木良次
　／ターレガ  ギターの父、ターレガ作曲のシンプルながら、美しい小品

主題と変奏  網代真理子
　／ソル   夢弦の会ギター独奏曲集６より、クラシックギター古典のエチュード

聖母の御子  北村衛
　／カタロニア民謡 ギター独奏曲集Ⅰより、スペインに伝わる賛美歌、クリスマスキャロル

クシコスポスト 平井知志
　／ﾍﾙﾏﾝ・ﾈｯｹ  「発表会用ギター独奏曲集 第５集」の掲載曲、楽しいリズムの曲！

大聖堂 第３楽章 田村博
　／バリオス  １楽章から第３楽章までの曲ですが、今回は、一番派手な第３楽章を演奏します

彼こそが海賊  菅原芽生
「ﾊｲ゚ﾚｰﾂ ｵﾌ  ゙ｶﾘﾋ ｱ゙ﾝ」より
　／ｸﾗｳｽ・ﾊ ﾃ゙ﾙﾄ  2003年のディズニー映画、今年はシリーズ５作「最後の海賊」も公開されました！

ｽﾍ ｲ゚ﾝ風セレナーデ  ゙ 丸山登
　／フェレール  いかにもギター的なスペインの風を感じる、リズムの独特な曲

～ 休憩 ～

夜想曲   渡辺英幸
　／ ヘンツェ  テキスト７、テーマは「表情豊かに演奏する」の練習曲

～ギターアンサンブル“フリーダム”・合奏～

エル・チョクロ／ビジョルド     
真夏の果実／桑田佳祐

幸せのガヴォット／ヘンデル     

「糸」   佐藤歩
　／中島みゆき  「むげん」で紹介のダウンロード販売楽譜、結婚披露宴の定番ソング！

カノン   加藤かおり
　／ﾊ ｯ゚ﾌｪﾙﾍ ﾙ゙  よく耳にする印象的なメロディー、本来は「カノン＝輪唱」ですが、ギターソロで

～ 生涯学習センターギター講座生＆フリーダムの合同演奏～
エンターティナー 横山晶子
　／ジョプリン  ギター独奏曲集Ⅶより、ｱﾒﾘｶ映画「スティング」の挿入曲、ジャンルは「ラグタイム」

入江のざわめき 倉脇優介
　／アルベニス  本来はピアノ曲なのですが、クラシックギターにぴったりと合い、よく演奏される曲

ｸﾘｽﾏｽと賛美歌  石毛 元
　／イギリス曲  テキスト７の掲載曲、気分は、もうクリスマスですね～

秋桜（ｺｽﾓｽ）／さだまさし（流山市生涯学習センター　ギター講座　水曜クラス）
ｶｳ ｧ゙ﾃｨｰﾅ／ﾃｨ゙ｱﾊﾝﾀｰより       （流山市生涯学習センター　ギター講座　火曜クラス）
セレナーデ／ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ       （南流山スタジオ「エンザ」ギター講座　金曜クラス）

歌の翼／メンデルスゾーン    （グループレッスン講座　合同演奏）

翼をください／村井邦彦　山上路夫   
愛のロマンス～ルンバのリズムで／スペイン民謡   

ハバネラ   斉藤昇
　／フェレール  テキスト８の掲載曲、練習テーマは「リズム」

エチュードop6-11 岡村憲伯
　／ソル   ギター独奏曲集Ⅶより、メロディーとアルペジオ伴奏の練習曲

トロイメライ  櫻井良則 
　／シューマン  「テキスト９」掲載曲、ピアノやチェロでもよく演奏されるシューマンの代表曲

月光    幸田吉史
　　／ソル   テキスト９より、ソルのｴﾁｭｰﾄﾞop35-22、後に「月光」と呼ばれるようになった名曲

亡き王女の為のパヴァーヌ 松坂良朗
　／ラヴェル  オーケストラやピアノで、よく演奏される曲、今日はギターソロでお聞きください。

愛のロマンス  福崎實
　／スペイン民謡  前奏と間奏を入れて、最も有名なギター曲、映画「禁じられた遊び」の挿入曲



夢弦の会ギタースクール

発表会

　　　　平成 ２９年１１月１９日（日）　 
　　　　    午後 2時 … 開演

　　流山市生涯学習センター・多目的ホール
（つくばｴｸｽﾌﾚ゚ｽ：流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟー ｸ駅徒歩３分）

流山セントラルパーク駅は
快速・区間快速は停車しません
普通（各駅停車）に乗車ください！

《入場無料》
● 南流山スタジオ「エンザ」ギター講座　金曜クラス

流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟー ｸ駅
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● 流山市生涯学習センター　ギター講座　水曜クラス

● 流山市生涯学習センター　ギター講座　火曜クラス

梅津きよ子 横山晶子 山本周治 福崎實 幸田吉史 丸山登 安藤秩雄

篠江あゆみ 青柳久雄 安川順子 岡村憲伯 岡崎咲子 清水利子 橋本悦次 仲野和秀

北村衛 加藤かおり 網代真理子 斉藤昇 門倉恵子 渡邉清美 村井厚 石川アリサ

～ 夢弦の会ギタースクールの案内 ～
http://guitar-mugen.com/

～ 　生涯学習センターギター講座生　紹介　～

● 松戸教室（ユキドレスビル3F）（松戸駅東口すぐ
　　水、土 pm1-9

● 南流山教室（JR、つくばエクスプレス南流山駅すぐ
 　 火 pm6-9　木 am11-pm9　金 pm3-9　土 am9-12
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夢弦の会 ギタースクール　270-0163千葉県流山市南流山 3-1-9-105　

携帯 080-5534-9612

申し込み、問い合せは
mugen-guitar@ezweb.ne.jp

QR コード
携帯番号&メール

● 南流山スタジオ「エンザ」教室　南流山駅より徒歩３分 グループレッスン
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夢弦の会ｷ ﾀ゙ｰｽｸｰﾙ
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公園

ｽﾀｼ ｵ゙
エンザ

交番
JR南流山駅 新松戸→

Tx

←三郷

南流山教室

ﾓｽﾊ゙ｰｶ゙ｰ

！ご注意 !!
 ● 電話・スマートフォン：電源を切る 又は サイレントモード
 ● 幼児 静かに聞くことができないお子様を連れての入場はご遠慮ください
 ● カメラスタンドは客席最後列、左右の壁際で他のお客様の迷惑にならないように使用してください



くりかえし

　　　　　　　  ねがー
１．いま　私の　願 いごとが
　　　　　　　　　　　　 つばーさ
　　かなーうーなーらばー　翼 がー　ほしーい
　　この　背中に　鳥　のように
　  しろー　 つーばさー
　　白い　翼　つけーてー　くーださーーい　
　　この　大空に　翼をひろーげ
　　　　　　　　　 ゆ
　　飛んで　行きたーいーよー
　　悲しみのない　自由な空へ
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ
　　翼　はためーかーせー　行きたい
　　　　　　　 とみ　　   　 めいーよ
２．いま　富とか　名誉 ならば
　　　　　　　　　　　　 つばーさ
　　いらーなーいーけどー　翼 がー　ほしーい
　　子ど　ものとき　夢　みたこと
　  いまー　 　おーな　　  ゆめー　   みー
　　今 も　同 じ　夢 に 見 ていーーる
　　この　大空に　翼をひろーげ
　　　　　　　　　 ゆ
　　飛んで　行きたーいーよー
　　悲しみのない　自由な空へ
　　翼　はためーかーせー
　　    ゆ
　　行きたい
　　

翼をください 作曲：村井邦彦
作詞：山上路夫

夢弦の会ギタースクール 発表会 「翼をください」歌詞カード
日本音楽著作権協会（出）許諾第 1711874-701	号
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