主催：オペラ・ノヴェッラ/（公財）座間市スポーツ・文化振興財団

オペラ「トスカ」ソリストオーディション要項
公演日：2019 年 9 月 1 日（日）
場所：ハーモニーホール座間・大ホール
指揮：未定

演出：古川寛泰

合唱：NOVELLA 合唱団/NOVELLA ジュニア合唱団

主催：（公財）座間市スポーツ・文化振興財団

【募集役】
・トスカ（ソプラノ）

・カヴァラドッシ（テノール）

・スカルピア（バリトン）

・アンジェロッティ（バス）

・スポレッタ（テノール）

・シャルローネ（バス）

・堂守（バリトン）

・羊飼い（ソプラノｏｒボーイソプラノ）

【オーディション日程】
日時

場所

2018 年 9 月 26 日（水）

10：00～21：00

9 月 27 日（木）

10：00～21：00

9 月 28 日（金）

10：00～21：00

9 月 29 日（土）

10：00～21：00

ハーモニーホール座間・施設内（当日ご案内）
〒252-0021 神奈川県座間市緑ヶ丘 1-1-2
（小田急線「相武台前駅」下車徒歩 15 分。座間市役所となり。
）

審査員

演出：古川寛泰

コレペティトール：河原義

ハーモニーホール座間副館長：星野渉

【応募資格・出演条件】
・プロ・音楽大学卒業（在学）
、またはそれと同等の力量を有する方。
・年齢は問いません。未成年の方は保護者の同意記名が必要です。
・5 月～8 月の稽古に一定以上出席できる方。
・公演のチケット販売協力ができる方。（ノルマはありません。規定の出演料あり。
）
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予定

【オーディション方法】
各役の課題曲を歌唱していただきます。
※伴奏ピアニストは応募者ご自身でご依頼、ご同伴ください。ご希望の方は主催者側でもご用意することができます。

トスカ

①43p1 段目 2 小節目〜50p1 段目 1 小節目（Lo dici male～O mio amore!）
②242ｐ4 段目 1 小節目～247ｐ1 段目 2 小節目（Vissi d’arte～perché me ne rimuneri così?）
③294p3 段目 2 小節目〜301p1 段目 1 小節目（Il tuo sangue～gli piantai nel cor.）

カヴァラドッシ

①18ｐ4 段目 2 小節目～24ｐ1 段目 2 小節目（Recondita armonia～Tosca sei tu!）
②301p1 段目 1 小節目〜304p3 段目 1 小節目（Tu? Di tua man～mansuete e pure）

スカルピア

①148p2 段目 1 小節目〜155p2 段目 4 小節目（Tarda è la notte～In buon punto!）
②227p1 段目 1 小節目〜236p2 段目 1 小節目（Già Mi dicon venal～grazia ad un cadaver!）

アンジェロッティ ①3p1 段目 1 小節目〜4p4 段目 1 小節目（Ah! Finalmente!～mi scrisse mia sorella!）

スポレッタ

①18ｐ4 段目 2 小節目～24ｐ1 段目 2 小節目（Recondita armonia～Tosca sei tu!）
②156p1 段目 3 小節目〜160p3 段目 1 小節目（Sant’Ignazio～ch’io lo trassi in arresto!）

シャルローネ

①148p2 段目 1 小節目〜155p2 段目 4 小節目（Tarda è la notte～In buon punto!）
②227p1 段目 1 小節目〜236p2 段目 1 小節目（Già Mi dicon venal～grazia ad un cadaver!）

堂守

①9p1 段目 5 小節目〜13p2 段目 1 小節目（E sempre lava!～et habitavit in nobis）

羊飼い

①276p1 段目 3 小節目〜278p2 段目 4 小節目(Io de’sospiri～lampena d’oro me fai morir!)

【申込方法】
別紙の申込用紙に記入し、次ページの申込先（オペラ・ノヴェッラ事務局）に郵送の上、
審査料を振込先にお振込みください。

【審査料】
2,000 円（応募者が伴奏ピアニストを用意する場合。
）
5,000 円（主催者側に伴奏ピアニストを依頼する場合。事前に伴奏合わせ等はできません。
）

【申込締め切り】

申込用紙：2018 年 9 月 13 日（木）必着
審査料：2018 年 9 月 13 日（木）までに振込み

【申込後】
郵送していただいた申込用紙と振込みが確認でき次第、メールを通じて、オーディション日時決定の連絡を 9 月 19 日
（水）までにいたします。問い合わせ先のメールアドレスを受信可能な設定にしてください。
尚、9 月 20 日（木）までに連絡がない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
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【申込先・振込先・問い合わせ】
申込先

オペラ・ノヴェッラ事務局

申込用紙郵送先

〒252-0011 神奈川県座間市相武台 3－26－1 グランドステータス相武台 413 号室

振込先

横浜銀行

座間支店

口座番号

普通 6047567

株式会社ノヴェッラ

問い合わせ

090-2841-9042（電話・担当：鈴木）
046-205-7553（TEL＆FAX）
incontro@opera-novella.com（メール）
http://opera-novella.com（ホームページ）

～注意事項～

・審査料の金額は全て税込料金です。

・振込手数料は応募者ご負担となります。申込後、キャンセルされても返金はいたしません。

・出演料についてはオーディション終了後、合格者のみにお知らせいたします。

・申込用紙は提出前にコピーしてください。
原本を提出し、複写した用紙をオーディション当日にご持参ください。

・オーディション当日の申込はできません。必ず締切日までに郵送、振込をしてください。

・今回のオーディションにて適役がいない場合は、主催者より人選することがあります。

・オーディション結果は 10 月末までに応募者のみに個別に通知します。

・審査結果に関するお問い合わせに対しては、一切お答えできません。

・いただいた個人情報は今回のオーディション以外では使用いたしません。
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