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中世音楽専門の演奏家による 

実践メインの講習会 
あなたの知らない中世のデュファイがここに。 
 

独特の味わいで人々を優しく魅了する西洋の古い音楽「古楽」。幅

広い層に人気のあるジャンルですが、日本ではバロック以前の作品に

関する演奏教育はまだまだ発展途上です。デュファイやバンショワと

いった作曲家が活躍した中世後期の作品は、リコーダーやリュート、

ギターなど比較的手軽な楽器類で演奏することができるのですが、演

奏の様式を教えてくれる先生が少なく、レパートリーとして深めて行

くのが難しいという声も。 

この時代のレパートリーには、楽譜との向き合い方からアーティキ

ュレーションの作り方、時代様式に合った表現法や即興の追加など、

じっくり向き合い考えねばならない事が沢山あります。単純に書かれ

た音を演奏するだけではない、プラスαの「何か」を、経験豊かな講

師とともに一人一人見つけていくこと、それが今回のイベントの一番

の目標です。 

 

 

平日夜間講座 

 

平日 18時から 20時まで、え

びらホールにて開かれる理論

系講座です。3名の講師全員

が同席し、各日 1つのテーマ

について教える講義形式。気

になるテーマを選んで 1日の

みの参加も可能です。演奏家

以外の方もお気軽にご参加く

ださい。 

 

週末特別講座 
 

8月 18日（金）から 3日間、

実践を重視した内容で開かれ

る特別講座です。3日間の会

期中に組まれる理論系授業や

実技指導クラスに参加し、後

期中世作品の演奏様式を習得

していきます。 

 

個別レッスン 
 

講師とマンツーマンで学ぶ器

楽・声楽のレッスンです。中

世作品の演奏法以外にも、他

の時代の作品もレッスン可能

です。 

 

中世音楽センター 
お問い合わせはこちら 

代表 辻絢子 

 

medievalmusicjapan@gmail.com 

http://www.medievalmusicjapan.com/ 

 

 



経験豊か個性あふれる講師陣 

今回はフランスで演奏家、アンサンブル・ディレクター、教師として活躍中の 3名の講師が来日しま

す。3名全員が、それぞれ中世・ルネサンス作品を演奏するアンサンブルを率いている経験者。器

楽、声楽、どちらも対応できるだけでなく、どのように楽器と声を組み合わせるかなど、中世音楽なら

ではの問題点にも明るい最強トリオです。 

 

カリーヌ・モレトン Carine Moretton

•リコーダー、バグパイプ奏者。

•古楽の中でも特に古い時代、中世、ルネサンスのレパートリーを専門とするリコーダ
ー奏者、教師。古い時代の音楽を演奏する傍ら、アイルランドからギニアに至る幅
広い世界の伝統音楽に触れており、2003年からは特にアフガニスタンの伝統音楽
の音楽家らと継続的な演奏活動を展開している。ピエール・ボラーニョ、デニス・レ
ザン・ダドル、ラファエル・ピカゾス、ロバン・ジョリー各氏に師事。2002年にはアン
サンブル・エスカルブークルを立ち上げ、パリ・ルネサンス舞踏会など活発な活動を
続けている。2010年からは、バロック以前の音楽に関心を持つ専門家・音楽家・楽
器製作者らをつなぐ国際フェスティバル、ヴァンヴ古楽祭を毎年主催。ディレクター
として古楽サロン、コンサート、講演会など様々な企画運営を行っている。

•知ってる日本語は「いち・に・さん」！こう見えて2人の子持ち。

ブリス・ラモンデンク Brice Ramondenc

•テノール歌手、ギター（ギテルヌ）奏者。

•ギタリストとして音楽の勉強をはじめ、民族音楽からメタルロックまで幅広いスタイル
に精通。モンペリエ大学にて、ジゼル・クレマンの指導で音楽学学位取得、中世音
楽に傾倒する。楽器奏者、歌手としてブリジット・レーヌ（アンサンブル・ディスカント
ゥス、アラ・フランチェスカ）、マルセル・ペレス（アンサンブル・オルガヌム）、ドミニク・
ヴェラール（アンサンブル・ジル・バンショワ）らのもとで研鑽を積む。2013年にヴォ
ーカル・アンサンブル「Hortus Deliciarum」を立ち上げ、フランス国内で40回を
超えるコンサートを実現。各地の中世フェスティバルで演奏している。2014年よりパ
リ国立高等音楽院にてエクリチュールを専攻、ラファエル・ピカゾスのもとでは中世
即興、記譜法、対位法を学ぶ。14世紀の宗教曲に明るく、現在、Codex d'Apt、
バルセロナ・ミサ各出版譜を準備中。ラテン語にも明るい。

•日本酒を飲ませると、歌いだします。あだ名は「キリスト君」。

辻絢子 Ayako Tsuji

•声楽、クラヴィシテリウム奏者。

•パリ国立高等音楽院、パリ・ソルボンヌ大学中世音楽実践専攻修士。15世紀以前
の作品を専門とする歌手、クラヴィシテリウム奏者。アルス・シュブティリオルを含む
古記譜法と写本読解に高い能力を発揮し、研究者としても活躍。古楽声楽をジャス
マン・マルトレル、アンヌ・ドゥラフォス、写本読解と中世対位法、即興演奏をカリー
ヌ・モレトン、ジェラール・ジェイ、ラファエル・ピカゾス各氏に師事。現在パリ在住。
フランスを中心に、資料に記された音だけでなく文化的コンテクストの再考や、現代
における古楽演奏の意味を問う個性的な内容の演奏活動を続ける。

•適当さが売りの道産子。



 

週末特別講座

【開催日時】

2017年8月18日（金） 15時～20時 えびらホール

2017年8月19日（土） 9時～ 20時 えびらホール

2017年8月20日（日） 10時～19時 ※ラ・リールを予定

（2017年2月に決定）

【開催場所】

えびらホール（東急旗の台駅より徒歩6分／住所詳細は参

加者のみに通知）

ラ・リール（東京都文京区大塚3-21-14）

【参加資格】

15歳以上の器楽あるいは声楽のアマチュアおよびプロの方。

古楽器以外も可。

中世音楽初心者の方、アマチュア合唱団の方など歓迎。

会期中は適宜通訳サポートがございますので、特別な語学

力等は必要ありません。

【講座内容】

3日間の会期中に開かれる各種講座から、生徒が自由に参

加講座を選び受講するサマースクール形式。開講講座はそ

れぞれ受講目安となるレベルがついています。理論系講座

と実技系講座がありますが、どのレベルの生徒でも3日間

の会期中常に何かしら参加可能な授業があるようカリキュ

ラムが組まれます。ただし受講可能な講座すべてに参加し

ても、一部のみに参加しても、基本参加料金は同じです。

3日目日曜日の夕方には、講師3名によるコンサートを予定

しております。週末特別講座に参加されている皆様は無料

でコンサートにご入場いただけます。コンサート冒頭には、

これまで中世音楽センターの講座に継続してご参加いただ

いている生徒さん達による、発表会がございます。

3日間の講座内で使用する楽曲および写本についてはこち

らからお配りいたします。

平日夜間講座

【開催日時】

2017年8月14日（月） 8月15日（火） 8月16日（水）

各回 18時～20時までの2時間

【開催場所】

えびらホール（東急旗の台駅より徒歩6分／住所詳細は参

加者のみに通知）

【参加資格】

この講座は、中世音楽に関心のある全ての方に開かれてい

ます。特別な知識は不要です。

楽譜が読め、基本的な楽典の知識がある方には、講座内で

実際に歌唱や演奏をしていただきます。

【講座内容】

各回、3名の講師による合同授業

8月14日（月）

ピタゴラス音律で奏でるポリフォニー

中世作品の演奏で美しいハーモニーを響かせために

必要なピタゴラス音律。完全5度の純粋な響きを軸に

組み立てられる音階は、現代の「ドレミ」の響きと

少し異なります。この講座では完全5度を中心に組み

立てられる中世の対位法を見ながら、どうやって音

を取るのか、どうやってアンサンブルを整えるのか、

学びます。

8月15日（火）

ソルミゼーション講座１「なぜ必要か？」

グイド・ダレッツォが聖歌隊を訓練するために編み

出したといわれる中世の「ドレミ」、ソルミゼーシ

ョン。現代の私たちにとって不思議に見える教育法

も、当時のレパートリーに戻って考えるととても合

理的だったりします。この講座では単なる知識とし

てではなく、実際に中世作品と向き合うときに必要

なワザとしてのソルミゼーションを解説します。

8月16日（水）

ソルミゼーション講座２「ムジカ・フィクタ」

古楽演奏家たちをたびたび悩ませる、書かれていな

い♯や♭を歌う「ムジカ・フィクタ」。特に中世の

作品には楽譜に記載されていないけれどやらなくち

ゃいけないことが沢山あります。この講座では、そ

もそもフィクタとは何なのか、基礎から確認し、実

際の作品を見て音を出しながらフィクタの理論を学

びます。

【講座・レッスンのご予約】

•こちらのフォームから、まずは生徒情報の

登録をお願いいたします。

https://goo.gl/forms/uzTCddLsu8FR8Dym1

•フォームご記入いただいた方に、順にご予約

内容の確認とお支払いに関するご連絡を差し

上げます（ご連絡まで少々お時間をいただく

場合もございます）。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週末特別講座では、えびらホール内の 3 会場（ホール、練習室、控室）を使い、以下のような各種講座が 3 日間の会期中休

みなく開催されます。参加者の皆さんは、ご自身の専攻やレベルに合わせて、開催されている講座の中から好きな講座を好

きなだけ選んで受講することができます。 

理論系講座 音楽理論〔初級～上級〕 担当講師：絢子

中世の作品を理解して演奏する上で必須の記譜法、対位法、ソルミゼーションなど基礎理論を学ぶクラス。

写本読解〔初級～中級〕 担当講師：絢子

モダン譜にはない情報が詰まったアルス・ノヴァ写本の読解クラス。記譜法だけでなく歴史についても。

ソルミゼーション〔全レベル共通〕 担当講師：ブリス＆絢子

単なる机上の理論ではなく実践で使うためのツールとしてのソルミゼーションを学ぶ実践的な理論講座。

フィクタをつけて歌おう〔全レベル共通〕 担当講師：ブリス＆絢子

いつどこにフィクタを付けるのか、実際の楽曲を使って耳で理論を確認する実践的な講座。

実技系講座 ピタゴラスのポリフォニー〔全レベル共通〕 担当講師：ブリス＆絢子

中世時代、器楽奏者も作曲家も、まずは歌でハーモニーを学んでいました。このクラスでは楽器に寄らず

耳で音程を確認する作業を通して中世の音律を知る合唱メインのクラスです。

アンサンブル〔初級～中級〕 担当講師：カリーヌ、ブリス、絢子

5人以下の器楽、声楽奏者によるアンサンブルのレッスン。演奏曲目については事前に指定があります。

参加者の皆様にはPDFにて写本やトランスクリプションをお送りいたします。

合奏・合唱〔初級～中級〕 担当講師：カリーヌ、ブリス

6名以上の合奏（1声部に1名以上）のクラス。異なる楽器や声とのハーモニーの作り方を学んで行きます。

曲目や楽譜は事前にPDFにてお送りいたします。

マスタークラス
各講師による聴講可能な15分～1時間の器楽・声楽の個人レッスン。曲目は任意の14-15世紀のアルス・ノ

ヴァ作品。この時代のレパートリーが初めてという方には講師から候補曲のリストなどもご用意します。

レッスンの時間については講座参加者の締め切り後、全体の人数やレベル等に合わせて決定いたします

〔1時間以上の集中した個人レッスンを希望される方には個別レッスンのご予約をお勧めいたします〕。

週末特別講座期間中の開催講座について 

個別レッスン

来日中の３名の講師それぞれによる個別レッスンです。通訳サポートも致します。

マンツーマンのプライベートレッスンの他、４名までの小規模アンサンブルにも対応可能です。もしそれ以上の人数によるグルー

プレッスンを希望される方は、お手数ですが中世音楽センターまでご連絡をお願いいたします（musicmedieval@gmail.com）。

こちらの個別レッスンでは、ブルゴーニュ楽派に限らず、幅広く中世・ルネサンス・バロックなどの各種レパートリーに対応いた

します。レッスン前に使用楽器やレッスン曲に関する講師との連絡をご希望の方はお知らせください。

カリーヌ・モレトン個別レッスン

リコーダー、バグパイプと器楽アンサンブルのレッスン、その他専攻楽器ソリストには希望があればレッスン可能。

中世・ルネサンス・バロックの器楽曲、ディミニュションと旋律楽器の即興に明るく、アマチュア指導経験も豊富。

ブリス・ラモンデンク個別レッスン

声楽、中世ギター（ギテルヌ）、声楽アンサンブルのレッスン、中世対位法やソルミゼーションに関するグループ

レッスンも可能。中世宗教曲が専門で、古フランス語、ラテン語のディクション指導、アンサンブル内の音律調整も。

辻絢子個別レッスン

声楽、鍵盤楽器、ポリフォニー系楽器のレッスン、器楽・声楽アンサンブルのレッスンが可能。

プロからアマチュアまで指導経験が豊富。世俗作品が専門、表現力ある演奏のための指南を得意とする。



 

 

料金表 
個別レッスン以外の各講習に参加される方には、開催日の 1 か月前までにＰａｙＰａｌを通しご入金をお願いいたします。    

キャンセルは開催日 2 週間前まで全額返金いたします。2 週間を過ぎますとご返金ができませんのでご注意ください。 

平日夜間講座 1 回 4,000 円 平日講座 3 回セット券 10,000 円 

週末特別講座参加費 お一人さま 3 日間 

20,000 円 

週末講座の限定参加 

 〔注記参照〕 

お一人さま 2 日間 

15,000 円 

カリーヌ 又は ブリス 

個別レッスン １時間 

お一人さま 

6,000 円 

９０分 お一人さま 

8,000 円 

辻 

個別レッスン 1 時間 

お一人さま 

5,000 円 

９０分 お一人さま 

7,000 円 

カリーヌ 又は ブリス 

個別レッスン １時間 

４名以下のアンサンブル 

１組で 10,000 円 

２時間 ４名以下のアンサンブル 

１組で 18,000 円 

辻 

個別レッスン 1 時間 

４名以下のアンサンブル 

１組で 6,000 円 

２時間 ４名以下のアンサンブル 

１組で 10,000 円 

すべて税込みの金額となります。 

 〔注〕 週末特別講座の限定参加について 

以下の条件に当てはまる方は、限定参加料金にて週末特別講座に土日の 2 日間のみ参加することが可能です。 

 過去、中世音楽センターが開催した「アルス・ノヴァ」講座を 2 講座以上受講されている方。 

 今回「ブルゴーニュ楽派と後期中世」の平日夜間講座 3 日間すべてに通われる方。 

 現在中世音楽センターで配信中の「定期配信講座・中期後期アルス・ノヴァ」を受講しており、2016 年７月に開催され

る最終試験（ディプロム取得試験）に参加予定の方。 

上記に当てはまる場合でも、週末講座に３日間とも参加される場合は、通常料金をお支払いいただきます。 

限定参加を希望される方は、ご予約前にセンターまで一度ご連絡をお願いいたします。 

               連絡先 【 medievalmusicjapan@gmail.com 】 
 

 

個別レッスンについて 

 会場は東急旗の台駅最寄り「えびらホール」（会場費はレッスン料金に含まれています）、等々力駅最寄

り「NPO法人ゲーム保存協会資料室」（会場費はレッスン料金に含まれています）、あるいは都内近郊で

受講者が希望する会場（会場費が発生する場合は生徒負担）となります。 

 お支払いは当日現地にて現金、あるいはＰａｙｐａｌによるネットでの事前精算どちらかをお選びいただ

けます。開催前２週間を過ぎてキャンセルをされると、キャンセル料をいただく場合もございますので

あらかじめご注意ください。 

 

ご予約、お問合せは中世音楽センター公式HPから！ 

 「中世音楽センター」で検索 

 http://www.medievalmusicjapan.com/stage 

mailto:medievalmusicjapan@gmail.com

