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発表会

　　　　平成 ３０年 １０月 7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）
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《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

篠江あゆみ 青柳久雄 岡村憲伯 岡崎咲子 清水利子 橋本悦次 仲野和秀
尾崎恵子

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
高畑悦子 望月薫

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

～ 　生涯学習センターギター講座生　紹介　～

● 南流山教室（JR、つくばエクスプレス南流山駅すぐ
 　 火 pm5-9　水 pm1-9
　  木 am10-pm9　金 pm3-9　土 am9-pm9

マイペ
ースの

個人レ
ッスン

 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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！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



～ 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　♪

思い出のｱﾙﾊ ﾑ゙  平井知志 菅原芽生 鴻池はな 小金井孝子  飯尾由加里 横島陽子　
　／本多鉄蘑  鈴木喜美子 小櫃志保 中谷耕三 吉澤信幸 佐藤歩 揖斐賢 石毛元
    鈴木良次 倉脇優介 田村博 萩原正一 松坂良朗 清水賢介
    NHK「みんなのうた」でダークダックスが歌っていたのは、８０年代でしたね

虹の彼方に  鈴木良次
　／ﾊﾛﾙﾄ ･゙ｱｰﾚﾝ  ミュージカル「オズの魔法使い」の劇中歌

マリア・エレナ 網代真理子
　／バルセラータ  ロス・インディオス・タバハラスのギターデュオで演奏されたヒット曲！

ラ・メランコニア 北村衛
　／ジュリアーニ  和訳すると「憂鬱」、でも軽快、荘厳な感じも、場面展開の多い印象的な曲

となりのトトロ 平井知志
　／久石　譲  スタジオジブリのアニメ主題歌、大人にも子供と一緒に見た思い出の曲？

カヴァティーナ 田村博
　／マイヤーズ  映画「ティアハンター」でオーケストラとギターソロが印象的に流れていました

エル・ビート  菅原芽生
　／ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ民謡  スペインのアンダルシア地方に伝わる曲、ストローク奏法でフラメンコ調

～ 休憩 ～

～ギターアンサンブル“フリーダム”・合奏～

空と君のあいだに 佐藤 歩
　／中島みゆき  「むげん」で紹介のダウンロード購入楽譜より、ドラマ「家なき子」の主題歌

二つのギター  加藤かおり
　／ロシア民謡  題名の通りにギター二重奏で演奏される曲、ソロの編曲で演奏。 ～ 生涯学習センターギター講座生＆フリーダムの合同演奏～

トロイメライ  倉脇優介
　／シューマン  ピアノ小曲集「子供の情景」第７曲、訳すると「夢見ごごち」 

神田川／南こうせつ   （流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ　ギター講座　水曜クラス）
ｺﾝﾄ ﾙ゙は飛んでゆく／ｱﾝﾃ ｽ゙民謡 （流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ　ギター講座　火曜クラス）
ある恋の物語／ｱﾙﾏｰﾝ   （南流山ｽﾀｼ ｵ゙「エンザ」ギター講座　金曜クラス）

歌の翼／メンデルスゾーン  （合同演奏）   

あの素晴しい愛をもう一度／加藤和彦　北山修   
愛のロマンス～ルンバのリズムで／スペイン民謡   

緑の木陰にて  斉藤昇
　／ヘンチェ  テキスト７の掲載曲、練習テーマは「表情豊かに演奏する」

マズルカショーロ 岡村憲伯
　／ヴィラ・ロボス ブラジルのバッハとも呼ばれている作曲家のメロディックな作品

亡き王女の為のﾊ ｳ゚ｧ゙ｰﾇ 松坂良朗
　／ラヴェル  ピアノ曲、オーケストラ曲として知られ、TVCMにも使われています

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

プレリュードNo.1 阿部徹男
　／ヴィラ・ロボス ヴィラ・ロボスの前奏曲５曲中の第１番、「抒情のメロディ」舟歌    萩原正一

　／コスト   テキスト７の掲載曲、イメージはベネチアのゴンドラ。舟歌ですから！

カンタータ  吉澤信幸
　／バッハ   テキスト５の終了曲、クリスマスシーズンにも聞かれる、賛美歌

エチュード  飯尾由加里
　／ターレガ  ギターの父と称される、ターレガの憂いを帯びたエチュード

聖母の御子  仲野和秀
　／カタロニア民謡 スペインカタロニア地方に古くから伝わる賛美歌

二つのﾊ ｲ゙ｵﾘﾝのための協奏曲 第１楽章／バッハ 

いとしのエリー／桑田佳祐

幸せのガヴォット／ヘンデル     

秋桜（コスモス）／さだまさし



　　いのーち　　　　　　　　 ちか１．  命　　かけてと　誓った日から
　　素敵な　思い出　残しーて　きたのにー
　　あの時　同じ花を見て　　　　　　　　　　        ふたーり　　美しいとー　 言った　 二人の
　 こころー　　  こーころ　　心 と　　心 が　今は　もう　通わーなーい
　　　　　すばら　　あの　素晴しい　愛を　もう一度
　　あの　素晴しい　愛を　もう一度　　
　　  あかー　　　  うーた　   うたー２．赤 とん ぼ の 歌を　歌  た 空は
　　なんにも　変わぁて　いなーいーけれどー
　　あの時　ずっと夕焼けを　　　　　　　　　　      　  ふたーり　　追いかけーて　 行った　 二人の
　 こころー　　  こーころ　　　　　　　　　　   かよ　　心 と　　心 が　今は　もう　通わーなーい
　　あの　素晴しい　愛を　もう一度
　　あの　素晴しい　愛を　もう一度
　　　　＜ ギター合奏　間奏 ＞
　　  ひろー　　こうや ３．広い　荒野に　ぽ つん といるよで　
　　涙が　知らずに　あふれーてくるのさ
　　あの時　風が流れても　　　　　　　　　　      　   ふたーり　　変わらないとー　言った　二人の
　 こころー　　  こーころ　　　心 と　　心 が　今は　もう　通わーなーい
　　あの　素晴しい　愛を　もう一度
　　あの　素晴しい　愛を　もう一度

あの素晴しい愛をもう一度 作曲：加藤和彦
作詞：北山　修

　歌詞 あの素晴らしい愛をもう一度 - - 2018 合同演奏・楽譜 　　JASRAC 出 1713983-701
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