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Articolo 1  
アカデミーは、オペラのレパートリーの理解を深めたいオペラ歌手と、声楽の伴奏ピアニ

ストを対象としています。 

マスタークラスでは、個別の学習に加えて、理論的および実践的なレベルの両面からアプ

ローチし、受講生間でも活発な活動を期待しています。 

 
        Articolo 2 

声楽マスタークラス講師陣 
パトリツィア・チーニャ（ソプラノ、声楽指導） 
ラウラ・パスクワレッティ（ピアニスト、発音指導及び楽曲分析） 
アレッサンドロ・カラマイ（バス／バリトン、演出家、オペラ実習） 
マリア・ジャッロンバルド（ピアニスト、コレペティ） 
 
Articolo 3 
ピアニストのためのマスタークラス講師 
ロベルト・コルリアーノ（ピアニスト、伴奏者、劇場コレペティ） 
 
Articolo 4 
声楽受講者：個人レッスン 7回、修了コンサート（公開） 

レッスン内容：声楽実技（4回）、発音および楽曲分析（2回）、オペラ実習（1回） 

 選択したレパートリー（曲）の技術レベルの妥当性を勘案し、講師がピアニストを割り振りま

す。不都合がなければ、修了コンサートまでその組で演奏をして頂きます。 
 
受講課題曲：下記記載の課題曲集中からアリア 2曲、自由選曲のアリア 1曲、課題曲集中のオペ

ラから二重唱 1曲 
 
受講課題曲： 
Soprano  
Ah! Non credea mirarti   (La sonnambula)     
Quel guardo il cavaliere (Don Pasquale) 
Una voce poco fa  (Il barbiere di Siviglia) 
Caro nome  ( Rigoletto) 
Quando me’n vo (La Bohème) 
Regnava nel silenzio  (Lucia di Lammermoor) 
O mio babbino caro (Gianni Schicchi) 
Tu che di gel sei cinta (Turandot) 
Chi il bel sogno di Doretta (La rondine) 
Sì, mi chiamano Mimì (La Bohème) 
Un bel dì vedremo (Madama Butterfly) 
È strano (La traviata) 
Mezzosoprano 
Habanera (Carmen) 
Stride la vampa ( Il trovatore) 
Voi lo sapete, o mamma (Cavalleria rusticana) 
Acerba voluttà (Adriana Lecouvreur) 
O mio Fernando (La Favorita)                                            
Tenore 
Una furtiva lagrima (L’elisir d’amore) 
Dei miei bollenti spiriti (La traviata)  
Che gelida manina (La Bohème) 
La donna è mobile (Rigoletto) 
Addio fiorito asil (Madama Butterfly) 



E lucevan le stelle (Tosca) 
Baritono 
Largo al factotum  (Il barbiere di Siviglia) 
Come Paride vezzoso  (L’elisir d’amore) 
Di Provenza il mar il suol (La traviata) 
Cortigiani vil razza dannata (Rigoletto) 
Cruda funesta smania (Lucia di Lammermoor) 
Votre toast (Carmen) 
O Carlo ascolta (Don Carlo) 
Basso  
Madamina, il catalogo è questo (Don Giovanni) 
Udite, udite o rustici (L’elisir d’amore) 
O tu Palermo (I vespri siciliani) 
Vecchia zimarra (La Bohème) 
La calunnia è un venticello ( Il Barbiere di Siviglia) 
 
Le opere obbligatorie sono:（重唱曲はこの中から選んでください。）  
Le nozze di Figaro  
L’elisir d’amore 
La Traviata  
Il Barbiere di Siviglia  
La Bohème  
I racconti di Hoffmann. 
 
受講生は選択した楽曲の楽譜を持参してください。 
 
Articolo 5 
ピアノ受講者：個人レッスン 6回、修了コンサート（公開） 

レッスン内容： 

○レパートリーの楽曲分析 

○実技実習 

○レチタティーヴォ分析 

○オペラのヴォカールスコアからピアノ伴奏への移行についての方法論 

○合わせにおける技術 

○声楽マスタークラス受講者のレッスンへの参加 

 声楽受講者が選択したレパートリー（曲）の技術レベルの妥当性を勘案し、講師がピアニスト

を割り振ります。不都合がなければ、修了コンサートまでその組で演奏をして頂きます。 

 

受講課題曲：伝統的なオペラ楽曲から 2曲（マスタークラス開始 20日前までにメールでコンタク

トを取り決定）、自由選曲 1曲、初見曲 1曲。 

受講者は楽譜を持参してください。 

 
                         
Articolo 6 
マスタークラス最終日 8 月 20 日には修了コンサートを公開で開催予定です。正装の準備をお願い

いたします。 
 
Articolo 7 
MOA2021 のプログラム完全版は以下のサイトで閲覧可能です。 
 
www.montecatinioperacademy.com  
 
全ての活動は Covid19対策に則り実施されます。 



 
Articolo 8 
すべての受講生は参加証明書を受領します。 

モンテカティーニ・オペラ・フェスティバルは、2022 年シーズンにおける芸術的なコラボレーシ

ョンを最もふさわしい参加者に提供する権利を持っています。 

優秀者は劇場やオペラハウスに報告することができます。 
 
 
Articolo 9 
受講者のための申し込み受付及び、相談のメールアドレスは以下の通りです。 
info@montecatinioperacademy.com 
 

        申込書などは下記サイトでダウンロードできます。 
  www.montecatinioperacademy.com  
 
        必要書類 

 ○申込登録費用の領収書（50ユーロ、返金不可） 

 ○受講期間をカバーする有効期間を有するパスポートのコピー 

 ○証明写真 1枚、コンサート用プロフィール写真 1枚（JPEGで作成のこと） 

 ○プロフィール（伊文または英文） 

  

 申し込み及び質問は、イタリア時間の 2021 年 7月 10 日 23:59までといたします。 
 

 申請書の提出条件は、主催者の裁量により変更となる場合があります。 

 申請に際しては、この要項の全ての項目に同意したこととさせて頂きます。 
 
         Articolo 10 

MOA2020 を受講された方は、上記登録料は免除させて頂きます。 
 
Articolo 11 
受講費用 
声楽マスタークラス受講料：450ユーロ 
ピアノマスタークラス受講料：400ユーロ 
納入期限：2021 年 7 月 20 日 
 
 
Articolo 12 
マスタークラスのレッスンは聴講生も募集いたします。 

両マスタークラスとも最大 2名とし、聴講料は 200ユーロといたします。 

納入期限：2021 年 7 月 20 日 
登録料は不要です。 
 
 
Articolo 13 
各種料金の納入は、以下の方法でお願い致します。 
 
ペイパル Paypal  
 

または 
 

銀行振り込み Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 



 
Beneficiario（宛先）: Associazione culturale Il Parnaso ETS, Via Guido Baccelli 10, 7 – 51016 Montecatini 
Terme  (PT) 
 
c/c 000000605479 presso Credito Cooperativo della Valdinievole, sede di Montecatini Terme (PT) - 51016 
Montecatini Terme (PT) ITALIA 
 
Codice IBAN: IT58D0800370462000000605479  BIC: ICRAITRR030 
 
 
Causale del bonifico（項目の書き方）:  
 

声楽の方 
-MOA 2021/CANTO LIRICO : quota iscrizione (oppure quota partecipazione)→登録料（または受講料） 
CANDIDATO（応募者）: nome e cognome. →（氏名をローマ字で） 
 
 
ピアニストの方 

-MOA 2021/ PIANISTA ACCOMPAGNATORE: quota iscrizione (oppure quota partecipazione)→登録料
（または受講料） 
CANDIDATO（応募者）: nome e cognome. →（氏名をローマ字で） 
 
 
聴講生の方 

-MOA 2021/UDITORE: quota partecipazione 
CANDIDATO（応募者）: nome e cognome. →（氏名をローマ字で） 
 
 
納入の領収書をコピーまたは印刷（スキャン）し、主催者まで送ってください。 
 
Articolo 14 
旅費と参加費は受講生の負担となります。ご要望に応じて特別価格のホテルを紹介することが出

来ます。 
 
Articolo 15 
「IlParnasoETS」協会は、いかなる立場の受講者に対しても義務を負うことなく、アカデミーの

さまざまな活動を実施および記録する権利を保持します。アカデミーへの参加には、イベント全

体で行われる公演のラジオ、テレビ、インターネット放送のための、映像と歌の両方の利用のた

めの権利が含まれ、いかなる理由によるいかなる種類の権利、または料金の支払いも含まれませ

ん。 
  
Articolo 16 
各種インフォメーションや、要項などについてのご相談、質問は下記セグレテリアのメールまで

お願いいたします。 
info@montecatinioperacademy.com 
  
Articolo 17 
規則（EU）2016/679 第 7条以降の内容に従って実施します。参加者の個人データは、この目的、

および将来の同様の内容のためにのみ収集、および処理されます。 
Articolo 18  
募集要項はイタリア語や英語などで公開されますが、オリジナルはイタリア語版とさせて頂きま

す。 


