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＜実施概要＞ 
チェドリンス先生は、イタリアを代表するソプラノであり、特にヴェルディの曲には欠かせない
歌手として世界的な名声を確立しています。何度も来日経験があり、直近の 2017年にはマッシ
モ劇場の来日公演としてトスカを演じました。近年はフィオレンツァ・チェドリンス イタリア
オペラスクールを開催し、ミラノを中心として数多くの優秀な歌手を育成しています。今回は日
本の才能ある歌手のミラノを対象にレッスンを実施する企画にご賛同いただき、マスタークラス
を実施いたします。さらに東京国際芸術協会の後援もいただき、マスタークラスのレッスン費用
も助成が受けられます。 
マスタークラス終了後には、ヴェルディの家公式プログラムとしての修了コンサートも企画され、
充実したマスタークラスを経験できます。 
 

＜開講にあたってのコロナ対策＞ 

このコースでは的確なコロナ対策を実施するため、添乗員が同行いたします。（往路および復路のみ）。

レッスン室は適宜換気を行い、レッスン時にはピアニストと練習生間などをアクリル板で仕切りを入れ、

聴講にも人数制限を設けます。宿泊に関しても、コロナ対策を実施しているホテルを厳選し、1名 1室で

の利用を予定しています。 

 

＜マスタークラス日程＞  
2023 年 3 月 16 日（木）～3 月 19 日（日） ＊修了コンサートが 3 月 20 日（月）に予定されています。 

 

＜開催場所＞ 

ミラノ市内のレッスン会場 （宿泊場所から徒歩圏の会場にてレッスンを行います。） 

 

＜日程及び対象＞ 

声楽のみ（男声、女声）参加人員は 10 名の定員となります。（6 名以上の参加でマスタークラス開講） 

定員以外にもご家族の同行が可能です。 

 

＜課題曲（修了コンサート用）＞ 

修了コンサートでの曲として下記の曲を最低 1 曲は歌えるようにしてください。 

＊レッスン曲は別のものでも構いません。 

 

○ソプラノ〇 

Frühlingstimme （ヨハン・シュトラウス） 

Un bel dì vedremo（蝶々夫人） 

Addio fiorito asil （蝶々夫人） 

Son pochi fiori （友人フリッツ） 

Si,mi chiamano Mimì （ボエーム） 

È strano.. sempre libera （椿姫） 

Ancora un passo or via （蝶々夫人） 

Je veux vivre（ロミオとジュリエット） 

Caro nome che il mio cor （リゴレット） 

Sul fil d’un soffio etesio, （ファルスタッフ） 

Chi il bel sogno di Doretta （つばめ） 

Vilija lied （メリーウィドウ） 

Je suis Titania （ミニョン） 

Dis-moi que je suis belle, （タイス） 

Gavotte Je marche sur tous les Chemins （マノン） 



○メゾソプラノ〇 

Voce di donna （ジョコンダ） 

Habanera （カルメン） 

La canzone del velo （ドンカルロ） 

Connez-tu le pays （ミニョン） 

 

○テノール〇 

La fleur（カルメン） 

Ah,lève-toi soleil （ロミオとジュリエット） 

Dein ist mein ganzes Herz（微笑みの国） 

Un’aura amorosa （コジ・ファン・トゥッテ） 

Dal labbro il canto estasiato（ファルスタッフ） 

Recondita armonia （トスカ） 

Firenze è come un albero fiorito （ジャンニ・スキッキ） 

Donna non vidi mai （マノンレスコー） 

Amor ti vieta（フェドーラ） 

De miei bollenti spiriti（椿姫） 

Un dì nell’zzurro spazio （アンドレア・シェニエ） 

Cielo e mar （ジョコンダ） 

 

○バリトン〇 

“Di Provenza il mar,il suol ”, （椿姫） 

“Giardini del’Alcazar...Vien Leonora”, （ラ・ファボリータ） 

“Tutto e silenzio... Il Balen del suo sorriso”（イル・トロヴァトーレ） 

 

○バス〇 

Vi ravviso o luoghi ameni （夢遊病の女） 

Aria del sonno （妖精の女王） 

Come un'ape" Dandini(チェネレントラ) 

Lyubvi vsye vozrasti pokorni Aria di Gremin, （エフネギー・オネーギン） 

Moon river 

 

○その他（デュエット曲） 

Mario,Mario （トスカ） 

Légères Hirondelles （ミニョン） 

Nuit d'ivresse et d'extase infnie （トロイの人々） 

Coro a bocca chiusa （蝶々夫人） 

Scuoti quella fronda di ciliegio （蝶々夫人） 

Duetto dei fiori （ラクメ） 

Duetto delle ciliegie （友人フリッツ） 

 

＜レッスン内容＞ 

聴講は無料で可能です。（参加人数によっては聴講人数の制限があります。） 

50 分程度の個人レッスンを各２回受講します。レッスンの聴講は無料で可能です。 

さらに希望者には追加レッスンが可能です。 

レッスン曲はイタリアオペラ以外のドイツ語やフランス語の曲も可能です。 



＜修了コンサート＞ 

ヴェルディの墓があり、彼が作った音楽家憩いの家 Casa di riposo per musicisti にて修了

コンサートを行います。コンサートの芸術監督としてチェドリンス先生が修了コンサートを企画

いたします。参加者はマスタークラス参加者及びミラノのチェドリンス音楽スクール（Scuola 

Opera Italiana Fiorenza Cedolins）の生徒です。このコンサートは Casa di riposo per musicisti

の公式プログラムとして告知されます。 

＊修了コンサートの会場は、上記音楽家憩いの家 Casa di riposo per musicisti 

 (屋内コンサート会場または屋外ガーデン会場)となります。 

＊修了コンサートへの参加は一定のレベルを求められますので、参加可否はチェドリンス先生が

判断いたします。全員が無条件で参加できるわけではありません。参加できない場合にも費用の

返金はありません。また参加者のコンサート衣装として女性は明るい色のドレスまたは着物、男

性は黒のタキシードまたは白のジャケットが必要です。（現地でのレンタルも可能） 

 

＜通訳について＞ 

通訳費用：含まれております。 
 

＜渡航日程＞ 

基本コース：2023 年 3 月 14 日（火）夜出国～3 月 22 日（水）日本帰国（3 月 21 日現地出発）8 日間 
※ご希望にあわせて個別飛行機手配も可能です。詳しくはお問い合わせください。 

 

＜修了証＞ 

マスタークラス修了日にマスタークラス修了証が授与されます。 

 

＜マスタークラス レッスン費用＞ 

レッスン費用は東京国際芸術協会が学費助成いたします。 

申込金：90 ユーロ（マスタークラス登録料含む） 

レッスン費用：460 ユーロ 

※このマスタークラスでは第 1 回東京国際管弦声楽コンクール入賞者（本選入選を含む）及び過去の東京国際声楽コンクー

ル入賞者（本選入選を含む）、2021 年以降開催の海外音楽大学派遣オーディションにて合格、準合格されたかたはレッス

ン費用４60 ユーロを一般社団法人 東京国際芸術協会が学費助成いたします。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

＜渡航・宿泊・食事＞ 
旅行費用 448,000 円（１名 1 部屋） ＊コロナ対策として原則１名１室といたします。 
（ご家族等の参加の場合には２名１室を認めます。その場合には１名あたり 50,000 円を減額します。） 
 

※旅行費用に含まれるもの 
羽田空港からミラノ空港までの往復航空券代金 
現地サポート費用及びレッスン時の通訳費用 
ミラノ空港から滞在先までの往復送迎費用 
宿泊費用（ホテル、1 名 1 部屋）      
現地での食事費用（朝食 6 回、昼食 1 回） 
現地での練習会場の利用費用 
修了コンサートの会場費用一切 
 

 ※旅行費用に含まれないものの例 
  申込金（90 ユーロ） 
  レッスン費用（1 回 230 ユーロ） 
  航空会社燃料サーチャージ、羽田空港使用料、海外空港使用料等  参考価格約 120,000 円 
  現地での追加レッスン費用 

ツアーに含まれない現地での食費  
海外旅行保険料（参加にあたりましては必ず海外旅行保険にご加入ください。）                  

  現地での交通費その他個人的性質の費用 
‐利用予定航空会社‐トルコ航空を予定しています。 



※お申込みと同時にお申込金 50,000 円を下記口座にお振込みお願いします。 

お振込先：三井住友銀行 日暮里支店 普通 8304687 株式会社東京国際ツアーズ 

※最少催行人数は 6 名です。開催コースが定員に達しない場合、マスタークラスは開講されず、 

お申込金は全額返金されます。 
 

～マスタークラスについて～ 

参加者は 1 回につき 50 分程度の個人レッスンを計 2 回受講します。 

＊追加レッスンが可能です。（追加 1 レッスンにつき 230 ユーロ：伴奏通訳料込） 

マスタークラス最終日の夜には修了コンサートが行われます。 

修了コンサートの参加は一定のレベルが必要です。（不参加でも参加費用は返金されません。） 

中学生以下の方が参加する場合保護者の同行が必要になります。 

 

～宿泊・食事・練習室について～ 

※現地での滞在先は、レッスン会場から徒歩圏のホテルを手配いたします。 
※練習会場から徒歩圏の場所にレッスン前後の練習室をご用意いたします。 
（練習室の利用は 1 日 1 時間まで無料、以降は 1 時間 10 ユーロが必要です。） 

 
 
～渡航について～ 
※飛行機を自己手配することも可能です。飛行機自己手配の方は、飛行機手配後、便名、到着時間

をお知らせください。自己手配の方はご自身にて空港から滞在先までご移動いただきます。 
自己手配の方は航空券相当額 100,000 円を上記旅行費用から差引きます。 
自己手配の方においては、飛行機の遅延、延着等によりレッスンに間に合わない場合等において
も一切の責任は負いません（宿泊代金・レッスン費等の返金はいたしかねます）。 
必ず催行決定後に航空券を自己手配ください。 

※国内便接続便の手配も承りますので、遠方の方で国内便もご希望の方は申込書に明記して下さい。 

 

 

～現地サポートについて～ 

このマスタークラスでは現地で日本語を話す専任スタッフがオリエンテーション及び通訳を行います。 

また、滞在中につながるスタッフの携帯番号をご案内しますので、万が一の緊急時に連絡を取ってい

ただくこともできます。海外が初めての方でも、安心してご参加いただけます。 

 
[モデル日程] 

日程 スケジュール サポート 

3 月１４日 深夜：羽田空港発、乗継にてミラノ空港へ 羽田空港に 19:30 頃に集合します。 

3 月 15 日 午前：ミラノ着、 

午後：ミラノ市内観光＋会場下見 

ミラノ空港で日本語を話すスタッフがお出迎え、専用車にて滞在

先のホテルにお送りします 

3 月 16 日 

～ 

3 月 19 日 

マスタークラス受講 

終日開催。聴講自由 
フィオレンツァ・チェドリンス先生の通訳 

伴奏者の手配 

＊追加レッスンも用意があります。 
3 月 20 日 午前：修了コンサートリハーサル 

午後：修了コンサート本番 
フィオレンツァ・チェドリンス先生の通訳 

修了コンサートの開催 

3 月 21 日 午後：ミラノ空港発、乗継にて羽田へ 

 

滞在先にお出迎え 

ミラノ空港まで送迎（専用車＆日本語アシスタント） 

搭乗手続きのお手伝い、見送り 

3 月２２日 夜:羽田空港着  

 
 

＊ご希望により延泊等の手配も承ります。 

 
＊当社ではミラノでのオペラ鑑賞チケットの手配も承っております。お気軽にお問い合わせください。 
※当概要に記載の内容は2022年9月現在のものです。主催者の都合により内容が予告なく変更される

場合がございますのでご了承ください。 

 



＜申込方法＞ 

要項挟み込みの申込書に必要事項を記入の上、株式会社東京国際ツアーズまでお送りください。 

また、パソコンメールのアドレス(ない場合は携帯)を必ずご記入下さい。ご連絡は主にメールで取らせて

いただきますので master@ti-tours.com からのメールを受け取れるように設定してください。 

 

＜当社申込締切日＞ 

当社申し込み締め切り 2022 年 12 月 19 日（月）必着(ＦＡＸの場合は 18 時まで)。 
※締め切り前であってもコースの定員が埋まってしまった場合には受付を締め切る場合がございます。 

 

＜キャンセルについて＞ 

申込後のキャンセルにつきましては下記の取り消し費用が発生します。 

○申し込み後から渡航 31 日前まで マスタークラス申込金 90 ユーロのみ 
〇渡航 30 日前～8 日前の取り消し マスタークラス費用全額及び旅行費用の 20％ 
〇渡航 7 日前～3 日前の取り消し  マスタークラス費用全額及び旅行費用の 30％ 
○渡航 2 日前までの取り消し     マスタークラス費用全額及び旅行費用の 50％ 
○無連絡不参加及び旅行開始後  マスタークラス費用全額及び旅行費用の 100％ 

 

 

 

 

＜教授プロフィール＞ 
 
フィオレンツァ・チェドリンス Fiorenza Cedolins 
 

イタリアのポルデノーネに生まれウーディネ音楽院で声楽を学ぶ。トリ

エステのヴェルディ劇場の合唱団員として研鑽を積み、オペラ歌手とし

てのデビューはジェノヴァのカルロ・フェリーチェ劇場での「カヴァレ

リア・ルスティカーナ」サントゥッツァ役で、デビュー。1996年にパヴ

ァロッティ国際声楽コンクールで優勝、フィラデルフィアでパヴァロッ

ティと共演して「トスカ」のタイトルロールを歌い、その名を世界に知

らしめた。この成功を受けリッカルド・ムーティに招かれてサントゥッ

ツァ役でラヴェンナ音楽祭にデビュー。その後イタリアのみならずウィーン国立オペラ座やロン

ドンコヴェントガーデンなどヨーロッパの歌劇場やザルツブルク音楽祭などのヨーロッパ歌劇

場へ活躍の場を広げ、ニューヨークメトロポリタン歌劇場にも出演。また、アレーナ・ディ・ヴ

ェローナ夏の音楽祭では 1999年に初登場して「トスカ」「アイーダ」等を数十回にわたり公演。

日本では 2017年にパレルモ・マッシモ劇場の来日公演で「トスカ」を演じている。また 2018

年より SOI(Scuola Opera Italiana Fiorenza Cedolins)を開講し、世界で通用する声楽家を目

指す若者を指導している。 

 

                                                                                                

<旅行企画・お問い合わせ> 

株式会社東京国際ツアーズ 

観光庁長官登録旅行業 1353 号  

（社）日本旅行業協会正会員 

〒116-0002東京都荒川区荒川 3-74-6-301 

TEL 03-6806-7820  FAX 03-3806-8556 

master@ti-tours.com 
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※必ず要項の内容をよく確認した上でご記入ください。申込用紙に不備・記入漏れがある場合、申込手続きができない場合がございます。

申込日 年　　　月　　　日

ローマ字

パスポート記載名
（ローマ字）

生年月日 年　齢 　　　　　　歳 男　・　女

フリガナ

〒

都　道 区　市

府　県 郡

電話番号 　　　　　　　　　　　（　　　　　　　） 携帯電話 　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

FAX 　　　　　　　　　　　（　　　　　　　） ｅ-ｍａｉｌ（必須）

パスポート情報 国　籍

〒

  TEL
邦題＜作曲者名＞ ＜邦題＞ ＜演奏時間＞

原語＜作曲者名＞ ＜作曲者の年代＞ ＜原題＞

※欄外参照
邦題＜作曲者名＞ ＜邦題＞ ＜演奏時間＞

原語＜作曲者名＞ ＜作曲者の年代＞ ＜原題＞

※欄外参照

航空券手配

署名

※レッスン曲の原語は作曲者（フルネーム）、作曲者の年代、曲名の順番で記入してください
   例）Ludwig van Beethoven (1770-1827)   aus Klaviersonate Nr .30 op109

1,Vivace ma non Troppo
2,Prestissimo
3,Gesangsvoll, mit innniger Empfehlung ,Andante cantabille ed espresssivo

※手配に必要なため、この申込用紙と一緒にパスポートの顔写真ページのコピーをご提出ください（渡航者全員分）。

   申請中の方は出来上がり次第、ファックスまたは郵送にてお送りください。

上記の内容で申込をします　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　日付

緊急連絡先
<続柄><氏名>

現在までに
師事した先生

レッスン曲目
①

レッスン曲目
②

学歴・賞歴

<日本語>

□航空券手配を希望　（ 成田発 ・ 関空発 ・ セントレア発 ・ その他 ）
□航空券手配は不要
□その他手配を希望　※延泊・周遊等アレンジが必要な場合はご希望の詳細をご記入ください。

<英語>

<ローマ字>

<漢字>

2023年3月　ミラノ国際声楽マスタークラス　参加申込書

西暦　　　　　　　年　  　　月　   　　日

（LAST NAME)

姓

（LAST NAME)

フリガナ

氏　名

フリガナ

<番号>　　　　　　　　　　　　　 　<有効期限>　　　　 　　年　　　月　　　日

　　　　　　　※申請中の方は申請中と記入し、取得次第書面（FAX･メール可）にてご連絡ください

住　所
（書類送付用）

名

(FIRST NAME)

(FIRST NAME)

パート

　

フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
※18歳以下の方は保護者の同意が必要です

保護者氏名

性　別

<
ｷ
ﾘ
ﾄﾘ
線

>
 

 


