
2021年　夏期バーゼル国際声楽オンラインマスターコース  
1. 国際歌手への扉を開くチャンス！！ 修了証書 Zertifikat   定員24名　先着順

2. Mozartの代表的なオペラ作品から学ぶ　　定員24名　先着順  (日本人のみ) 

問い合わせ・お申し込み先   musik.bs.europa@gmail.com   一般社団法人 Supraleitung Methode Japan 

課題 国際的に活躍するプロフェッショナル講師から、4日間 各50分オペラ・歌曲等のレパートリーを
学ぶ。希望のオペラまたオペレッタのアリアから1～２曲、ドイツ歌曲1~２曲ご用意ください。
Edit女史は発声中心、Rita女史とEnckelmann氏はオペラ担当、Henning Lucius氏はドイツ歌
曲担当。

開催期間 2021年8月7日～９月25日

形態 オンライン( SkypeまたはZoom)

コース コース①8/7~8/15   コース②8/28~9/4   コース③9/17~9/25 
□午前枠 10:00~13:50(日本時間17:00~20:50)  □午後枠15:00~18:50    UTC＋2

招聘講師 発声研究 Supraleitung Methode創設者 Edit Siegfried-Szabo, Stretta Artist アーティストマネージャ
ー Rita Ahonen,ピアニスト Henning Lucius, ライン歌劇場オペラスタジオ音楽監督 Viile 
Enckelmann

対象 26~35歳(26歳未満にてご希望の場合は、ご相談ください。）

定員 12~24名　先着順( 日本時間17:00~20:50 参加可能)

申し込み方法 Web申し込み　または申し込み書　 6/20 受付開始

受講料金 一般 300€  コンクール参加者280€  会頭賞260€  
一般 40,000円　コンクール参加者 37,500円　会頭賞35,000円  

課題 Mozart代表的なオペラ作品『フィガロの結婚』『ドン・ジョヴァン二』『コシ・ファン・トゥ
ッテ』『イドメネオ』『ティトの慈悲』『魔笛』『後宮からの逃走』課題のオペラ作品から、 
希望のアリアを１～２曲ご用意ください。レチタティーヴォを含む長いアリアの場合は１曲ま
で。(2日間なるべく同曲が望ましいが、受講生の意志に任せる。)

開催期間 2021年8月17日～８月25日 
1.午前枠  10:00~13:50 (8/17,8/23) (8/18,8/24) ( 8/19/8/25) 定員各4名 
2.午後枠  15:00~18:50( 8/17,8/23) (8/18,8/24)  (8/19, 8/25) 定員各4名 
声楽講師及びコレペティトール音楽稽古による、各50分 オンラインレッスン

対象 18歳～26歳(音楽大学・大学院生、または同等の音楽教育を受けている。) 
26歳以上も可　

形態 オンライン(スカイプ・ズーム)

講師 中嶋克彦(テノール) 江口二美(ソプラノ)  岡昭宏(バリトン)  田島亘祥(コレペティトール)

申し込み方法 Web申し込み(特設ホームページから）　または申込書

受講料金 一般20,000円　　コンクール参加者18,000円　大府会頭賞16,000円

オプション 
希望者のみ

声楽家にとって必須の呼吸についてBewusstes Singen 基礎知識集中講座　 約120分 
講師: 河村典子 
1. 午前枠   10:00~12:00(8/15,8/16) 定員各5名 
2. 午後枠　13:00~15:00,16:00~18:00 (8/15,8/16) 定員各5名 
一般：3,500円　コンクール参加者：3,000円　Supraleitung Methode賞：2,500円　(別途料金)
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3. 声のベース基礎を見直す　　定員14名　先着順 (日本人のみ) 

4. スイス式発声法　スペシャリストから学ぶ　定員24名 先着順 

受講料の支払いについて　払込期限:2021年7月30日まで 

Web申し込みにてお申し込みの際、払込書のコピーを添えてお申し込みください。 
申し込み書にてお申し込みの際は、musik.bs.europa@gmail.comまで払込書のコピーを添えて、お送りください。 
楽譜について：日本国以外からの申し込みの場合は、musik.bs.europa@gmail.comまで楽譜をPDF形式にてお送りください。 
日本からお申し込みの場合は、楽譜をPDF形式または郵便にてお送りください。(申し込み後、一週間以内に楽譜をお送りください。) 

課題 声のベース基礎を見直す 
希望のイタリア・ドイツ歌曲1,2曲ご用意ください。

対象 高校生・愛好家

形態 オンライン  (スカイプ、ズーム）

講師 竹之内淳子(ソプラノ), 河村典子(メゾソプラノ)

開催期間 2021年8月21日,8/22日   レッスン 50分 
1.午前枠　10:00~12:50　 8/21,8/22  定員　各3名 
2.午後枠　14:00~18:50  8/21,8/22  定員　各4名

オプション 
希望者のみ

呼吸について　歌うために必要な基礎知識集中講座  約120分 
講師：河村典子 
8/20 10:00~12:00, 13:00~15:00, 16:00~18:00, 19:00~21:00 定員各5名 
オプション料金　一般:3,500円　コンクール参加者3,000円　Supraleitung Methode賞2,500円 
(別途料金)

受講料金 一般10,000円　コンクール参加者 8,000円　大府会頭賞, Supraleitung Methode賞 7,000円

申し込み方法 Web申し込み　または申込書

課題 様々な声の悩みを解決、ベストな楽器つくり・練習方法を提案。発声研究者のスペシャルレッス
ン。現在取り組んでいる声楽曲の中で、苦手なフレーズ等、取り出してレッスンいたします。 
(希望１～２曲)

対象 高校生～愛好家　全対象

形態 オンライン（スカイプ）

講師 Edit Siegfreid-Szabo   Supraleitung Methode創設者

期間 2021年8月25日～27日　レッスン 50分 
10:00~13:50(日本時間　17:00~20:50) 各4名、15:00~18:50 各4名　　UTC＋2

定員 日本人( 日本時間17:00~20:50) 定員12名、ヨーロッパ時間 15:00~18:50 枠は定員12名

受講料金 一般13,000円(約98€)　コンクール参加者11,000円(約83€)　大府会頭賞及びSupraleitung 
Methode賞 9,000円(約68€)　(通訳必要な場合は、別途料金 2,000円)

申し込み方法 Web申し込み または申込書にて　2021年6月20日受付開始～　

銀行振込 GMOあおぞらネット銀行　口座番号1211700 
普通　法人営業部　シャ）スープラ　ライトウング　メトーデ  ジャパン

Paypal コンクール特設ページ、お振込先欄より支払い可能。
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2021年　夏期バーゼル国際声楽オンラインマスターコース 申込書 

注意：レッスンの確定日時は、申し込み順に優先いたします。ご了承くださいませ。 
マスターコース2.および3.については、弊社にて割り当ていたします。希望がある場合は、先着順に優先いたします。 

氏名 
(漢字およびアルファベット)

声種

メールアドレス                                                         Tel  

現住所 〒 

国籍

音楽歴 
(学校名・研鑽国・師事名等) 
(愛好家の場合は、音楽活動歴)

希望のマスタークラス 
○で囲んでください

1. 国際歌手への扉を開くチャンス   2. Mozart 代表的なオペラ作品を学ぶ 
3. 声のベースを見直す　　　　　　4. スイス式発声法　スペシャリストから学ぶ

マスタークラス 1. 希望日時をお選びください。□8/7～8/15           □8/28~9/4               □9/17~9/25 
□午前枠　10:00~13:50(日本時間17:00~20:50)     □午後枠15:00~18:50       UTC＋2 
□通訳希望 (別途各 2,000円)

マスタークラス 2. 希望日時をお選びください。□8/17,8/23           □８/18,8/24              □8/19,8/25 
□午前枠　10:00~13:50     □午後枠15:00~18:50

オプション 呼吸について 
(マスタークラス2対象者)

声楽家にとって必須　呼吸Bewusstes Singen 基礎知識集中講座 
希望の方は日時をお選びください。(希望の方のみチェックしてください) 
□8/15    □８/16 
□午前枠　10:00~12:00     □午後枠 13:00~18:00

マスタークラス3. 希望日時をお選びください。□8/21   □8/22 
□午前枠　10:00~12:50     □午後枠14:00~18:50

オプション　呼吸について
(マスタークラス3対象者)

呼吸について　歌うために必要な基礎知識集中講座 
希望時間をお選びください。(希望の方のみチェックしてください。） 
8/20のみ 
□午前枠10:00~15:00　□午後枠16:00~21:00

マスタークラス4. 希望日時をお選びください。□8/25  □８/26 □8/27 
□午前枠　10:00~13:50(日本時間17:00~20:50)     □午後枠15:00~18:50   UTC＋2 
□通訳希望 (別途2,000円)

伴奏者の同伴について □伴奏者同伴　　　　　　　□伴奏者なし

希望曲 
各マスタークラスの希望曲をご
記入ください。(オペラは作品
名、作曲家、歌曲は必ず調性も
記入すること。) 

オンラインレッスン □経験がある　　　　　□初めてです。



オンラインマスターコースにおける注意事項 
必ず注意事項をお読みください。 

1. オンラインレッスンを受講する際に、お手持ちのPC、タブレット、スマートフォンへSkypeまたはZoomを 
　 ダウンロードする。 

2. 通信状況の良いWifiの環境にて、レッスンを受けることをお勧めします。 

3. レッスン中における通信料金は自己負担とする。 

4. オンラインレッスンにおける音質は、通信環境により異なります。 
　 特質上、数秒の音ズレが起きることもあらかじめご了承ください。 

5. レッスン中の録音は自習のために許可する。ただし、第三者への転送は固く禁じる。 

6.  希望曲はレッスンの進行によっては、全て歌えない場合もある。 
　  (講師によって指導方法が異なるため　ご了承ください。) 

7. 講師サイドの都合により、希望日時にレッスンが実施されない場合、振替レッスンをする。 

8. 講師と生徒間にて、通信環境によるトラブルによりレッスンが困難となった場合、 
　一度のみ振替をすることができる。 

9. 受講生の一方的な都合により、レッスン当日No Showの場合、振替は認めない。 

10.  万が一、受講生サイドにて急な病気等にてレッスンが困難な場合は、必ず連絡すること。 

11. オンラインレッスンは希望時間から始められるように前もって準備をする。 

12. 原則お申込み後、講座料金の返金はいたしかねます。 

13. 不可抗力等のやむ得ず実施不可能な場合は、主催者は延期または中止することができる。 
　　（万が一中止となった場合は、振込手数料を差し引いた受講料金を全額返金する。) 

14. 本規約以外に問題が生じた場合は、誠意を持って解決に当たるものとする。 


