


ごあいさつ 

 

本日はシグマギタースクール第23 回発表会にご来場くださいまして、誠にありが

とうございます。昨年の発表会から早くも一年が経ち、本日第23 回目の発表会を迎

えることになりました。ご来場いただきました皆様はじめ、多くの関係者には心よ

りお礼申し上げます。 

 

さて、今年 9 月 29 日に行った私のサロンコンサートにご来場くださいました皆

様にはこの場を借りて御礼申し上げます。おかげさまで、多くの方から暖かい励ま

しや賞賛の声を頂戴し、コンサートを開催して本当に良かったと痛感した次第です。

これからもギターの魅力を多くの人に伝えて参りたいと思います。 

 

毎年行っている発表会も、ギターの魅力を披露する場です。主役はシグマギター

で学んでいる生徒さんです。今年も独奏・重奏・合奏の 3 部構成で進めますが、独

奏には独奏の、重奏・合奏には重奏・合奏の良さと難しさがあります。出演する皆

様は日ごろの努力の成果を発揮できますよう願っています。 

 

それではシグマギタースクール第23 回発表会を開催します。どうぞ最後までお楽

しみください。そして、今日まで一生懸命練習してきた出演者に暖かい拍手をお願

いします。また、ご意見・ご感想などアンケートにご協力をよろしくお願い申し上

げます。本日の発表会が演奏者・ご来場くださいました皆様にとって楽しい思い出

になりますよう願っています。 

 

最後になりましたが、ザ・ステア、土曜合奏団の皆さんはじめ、発表会の役員を

お引き受けくださいました方々にこの場を借りてお礼申し上げます。 
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第 23回発表会プログラム 

【第 1部】独奏 

01. 豊島定清  ● エリーゼのために（L.V.ベートーベン～加藤編） 

02. 森田文子  ● マディソン郡の恋（星 桂三～加藤編） 

03. 島村愼一郎 ● コンドルは飛んで行く（D.A.ロベルス～加藤編） 

04. 塚田邦男  ● Tears in Heaven（E.クラプトン～佐藤弘和編） 

05. 辰野 悟  ● Allegro Vivace（M.ジュリアーニ） 

06. 木村美紀子  ● 前奏曲第 3番（H.ヴィラ＝ロボス） 

07. 三巻 弘    ● ラリアーネ祭（L.モツァーニ） 

08. 臼田直哉  ● ワツル・アン・スカイ（R.ディアンス） 

09. 松井謙治  ● アランブラの想い出（F.タレガ） 

10. 太田登紀子 ● 魔笛の主題による変奏曲（F.ソル） 

11. 伏見晃司    ● プレリュード・フーガ・アレグロ BWV998 よりアレグロ（J.S.バッハ～阿部保夫編） 

12. 沖 真人  ● 粉屋の踊り（M.de.ファリャ～荘村清志編） 

【第２部】重奏 

13. 塩田彩桜・塩田美智子・加藤繁雄  ● 小さな世界（シャーマン兄弟～加藤編） 

14. 蝶野太河・加藤繁雄  ● 宇宙戦艦ヤマト（宮川 泰～加藤編） 

15. 塩川彩花・加藤繁雄  ● 風になる（つじあやの～加藤編） 

16. 小林梨恵子・加藤繁雄 ● ドレミの歌（R.ロジャース～加藤編） 

17. 森山幼菜・加藤繁雄  ● 大切（FUNKY MONKY BABYS/川村結花～加藤編） 

18. 小倉義雄・加藤繁雄  ● 知床旅情（森繁久彌～加藤編） 

19. 友田明文・加藤繁雄  ● ゆかいに上を向いて歩けば（F.W.メラー/中村八大～加藤編） 

20. 大野明日子・加藤繁雄 ● Fly Me to the Moon（B.ハワード～江部賢一編） 

21. 山之内敏子・加藤繁雄 ● 愛あればこそ（寺口瀧雄～加藤編） 

22. 辰野陽子・加藤繁雄  ● アンクラ―ジュマンよりカンタービレ（F.ソル） 

23. 辰野陽子・辰野 悟・加藤繁雄 ● 映画『愛情物語』よりノクターン（F.ショパン～佐野正隆編） 

24. SSQ（加藤繁雄・千葉由紀・吉沢順子・望月敬志）● 君の瞳に恋してる（B.ゴーディオ～加藤編） 

25. ステアカルテット（加藤繁雄・原 静雄・伏見晃司・赤尾政登） ● ティコ・ティコ（Z.アブレウ～加藤編） 

 

【第３部】合奏 

 

26. 合奏トライアル    ● 野ばら（H.ウェルナー～加藤編） 

● 禁じられた遊び（スペイン民謡～加藤編） 

塚田邦男・森山幼菜・菊池將裕・山之内敏子・小林梨恵子・蝶野太河 

【応援】加藤繁雄・原 静雄・金山茂弘・伏見晃司・鶴田至道 

 

27．土曜合奏団  ● 瑠璃色の地球（平井夏美～加藤編） 
1st：加藤繁雄・丹尾 淳 2nd：大野明日子・森山幼菜 
3rd：所 秀展・丹尾知子 4th：岩村チヨ・青沼酉子 

 

28．ヴィンテージ  ● 黒猫のシータ（M.ロドリゲス／F.パガーノ～加藤編） 
1st：加藤繁雄・臼田直哉・三巻 弘  2nd：辰野 悟・森田文子 
3rd：與儀達喜・島村愼一郎      4th：萩原洋一・豊島定清・塚田邦男 

 

29．ザ・ステア ● 交響曲第 40 番より第 1 楽章（W.A.モーツァルト～加藤編） 
加藤繁雄・原 静雄・太田登希子・田中孝子・赤尾政登・金山茂弘・ 
伏見晃司・木村美紀子・沖 真人・松井謙治・鶴田至道 

 
☆プレゼント演奏 加藤繁雄 



∑シグマギタースクール 生徒募集中!!! 

ギターが弾けたらいいなぁ……と思ったらお電話ください。 
初歩からていねいに指導します。 

クラシック・アコースティック・エレキ・ベース・アンサンブル・コード理論 
 

JR 大森駅東口徒歩 3 分 ミルパ商店街内（11：00－22：00） 

〒143-0016 東京都大田区大森北 1-35-1 増尾ビル 3 階 
TEL&FAX：03-3761-6719 kato@sigumaguitar.com 

ホームページ http://www.sigumaguitar.com/ 
 

シグマギタースクール 

第 6 回忘年コンサート 
2012 年 12 月 29 日（土）18：00～ シグマギタースクール内 

～独奏・重奏・弾き語り～ 
 

 

●シグマギターで学んでいる生徒さん限定の弾き納め会です。奮ってご参加ください！ 

●座席数に限りがありますので、見に来る場合は必ずお問い合わせください。 

★お問い合せ：03-3761-6719（加藤） kato@sigumaguitar.com 

 

 日本ギター合奏連盟が丹念に作り上げた新シリーズ第 3 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 3 集 映画音楽 〔１〕 
ＣＤ・パート譜付 日本ギター合奏連盟編 現代ギター社 定価 3,150 円（税込）

収録曲（全 13 曲） 
 

●上を向いて歩こう ●クワイ河マーチ ●子象の行進（加藤編） ●海の見える街 

●愛しのクレメンタイン ●スカボロー・フェア ●ノクターンOp.9-2 ●アニーローリー 

●美しく青きドナウ ●ムーン・リヴァー ●80日間世界一周 ●エデンの東 ●花のワルツ 
 

お求めはシグマギタースクール（03-3761-6719）まで 

新シリーズ第 2 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 2集 世界のうた 〔１〕 

ＣＤ・パート譜付 日本ギター合奏連盟編 

現代ギター社 定価 2,940 円（税込） 

収録曲（全 15 曲） 

 

●ハッピーバースデー ●聖者の行進 ●夢見る人 

●シェリトリンド（美しい空） ●愛のロマンス 

●ロンドンデリーの歌 ●グリーンスリーヴス 

●オーソレミオ（私の太陽） ●ヴェニスの謝肉祭変奏曲 

●野ばら ●ローレライ ●気のいいあひる 

●おお牧場はみどり ●Sto Lato～森へ行きましょう 

●ロシア民謡メドレー(加藤編) 

新シリーズ第 1 弾！ 

やさしいギターアンサンブル第 1集 日本のうた 〔１〕 

ＣＤ・パート譜付 日本ギター合奏連盟編 

現代ギター社 定価 2,940 円（税込） 

収録曲（全 17 曲） 

 

●日本のやさしい四季 ●春が来た（ロンド風） ●朧月夜 

●荒城の月 ●さくら ●この道 ●浜辺の歌（加藤編） 

●赤とんぼ（加藤編） ●赤い靴 ●里の秋 ●紅葉 

●どんぐりころころ変奏曲（加藤編） ●故郷 ●月の沙漠 

●七つの子 ●竹田の子守唄 ●雪の降る街を 

 




