［更新情報］
2020/01/08 募集要項公表
2020/01/25 「1 合奏セミナーのプログラム概要 (2)合奏セミナー」合同オーケストラの人数の修正
「5 受講生 (3)募集人員」の修正
「10 募集 (3)課題曲の提出」の課題内容を追加
別紙「JSYMO2019 受講生の感想」を追加

ジャパン・スーパーユース・マンドリンオーケストラ２０２０ 募集要項

本募集要項は、2020 年 8 月 20 日から、静岡市内で開催する「ジャパン・スーパーユース・マンド
リンオーケストラ 2020」（略称：「JSYMO2020」）の開催情報及び募集方法等をまとめたものです。

１． 合奏セミナーのプログラム概要
「ジャパン・スーパーユース・マンドリンオーケストラ 2020」は以下プログラムにより、受講生の育
成を行います。なお、聴講生は個人レッスンセミナーを除くプログラムの聴講が可能です。
（１） 個人レッスンセミナー
内容： ・ 講師が課題曲等を対象に個別に奏法や表現方法等を指導します。
・ 一人あたりの指導時間は 50 分。
対象： 受講生のうち希望者
（２） 合奏セミナー
内容： ・ 講師が課題曲を対象に合奏形式でアンサンブル、曲作り等を指導します。
・ 編成は室内楽アンサンブル及び２つの合同オーケストラから構成します。
 室内楽アンサンブル
トリオ①（マンドリン 1st、2nd、ギター）
トリオ②（マンドリン、マンドラ、ギター）
カルテットロマンティコ（マンドリン 1st、2nd、マンドラ、ギター）
カルテットクラシコ（マンドリン 1st、2nd、マンドラ、チェロ）
シングル編成
（マンドリン 1st、2nd、マンドラ、チェロ、ギター、コントラバス各 1 名）
ダブル編成
（マンドリン 1st、2nd、マンドラ、チェロ、ギター各 2 名、コントラバス 1 名）
※ 各アンサンブルに講師１名がメンバー（パート名で表示）として入る。
 合同オーケストラ A…30 人のオーケストラ編成
 合同オーケストラ B…25 人のオーケストラ編成
・ 室内楽アンサンブルまたは 2 つの合同オーケストラのうち、2 編成の受講を基本
とします。ただし、全編成の受講を希望する者のなかで講師が認める者に限り、

全編成の受講を可能とします。
受講パターンは以下のいずれかとなります。
 室内楽アンサンブル＋合同オーケストラ A
 室内楽アンサンブル＋合同オーケストラ B
 合同オーケストラ A＋合同オーケストラ B
 室内楽アンサンブル＋合同オーケストラ AB
・ 室内楽アンサンブルは前々項の編成の中から 1 編成を受講します。
対象： 受講生全員
（３） パート別練習
内容： 各パートの講師が別途準備する課題をもとに合奏における各パートの役割や演奏技
術を指導します。
対象： 受講生全員
※ 前回までは合同オーケストラの受講生を対象とした練習でしたが、今回は、室内
楽アンサンブル受講生も含めた練習とします。
（４） スコアリーディングセミナー
内容： 講師（指揮者）が課題曲等を参考にスコアリーディングを指導します。
対象： 受講生全員
（５） コンサート
内容： ・ 合奏セミナーの成果をコンサート形式で発表（客入り）
・ 午前リハーサル、午後本番（終演 16 時予定）のスケジュールで行います。
対象： 受講生全員
２． 日時
2020 年 8 月 20 日（木）～23 日（日）の 4 日間
8 月 20 日（木） 13：00～21：00 個人レッスンセミナー【希望者のみ参加】
8 月 21 日（金） 09：30～12：00 個人レッスンセミナー【希望者のみ参加】
13：00～21：00 合奏セミナー【受講生全員参加】
8 月 22 日（土） 09：00～21：00 合奏セミナー【受講生全員参加】
8 月 23 日（日） 09：00～16：30 コンサート形式【受講生全員参加】
※ 8 月 20 日（木）と 21 日（金）の個人レッスンセミナー期間中は、個人練習用の会場を開
放しますので、希望者は使用ください。
※ 8 月 20 日（木）と 21 日（金）の個人レッスンセミナー期間中には、「１．合奏セミナーの
プログラム概要」にない講師による企画レッスン（受講料無料）の開催を検討しています。
詳細が決まり次第、SNS 等で受講生及び聴講生に連絡します。
※ 聴講生は、期間中、個人レッスンを除き聴講が可能です。
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３． 会場
2020 年 8 月 20 日（木）～22 日（土）
静岡市東部勤労福祉センター「清水テルサ」
住所：〒424-0823 静岡県静岡市清水区島崎町 223
電話：054-355-3111
URL：https://terrsa.net/
2020 年 8 月 23 日（日）
しずぎんホール ユーフォニア
住所：〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 1 番 13 号
アゴラ静岡 8 階（静岡銀行呉服町支店ビル）
電話：054-250-8777
URL：http://www.agora-sgs.jp/euphonia
４． 講師陣
以下講師を予定
（指揮） 橘 直貴
（器楽） 1st Mandolin 柴田 高明
2nd Mandolin 中野 薫
Mandola Tenore 佐古 季暢子
Mandoloncello 堀 雅貴
Guitar 吉住 和倫
Contra Bass 内山 和重
５． 受講生
（１） 対象者
以下のすべての条件を満たす者
・ 30 歳以下
・ プログラムのうち合奏セミナー及びコンサートの全日程の参加が可能である事
・ 18 歳未満の場合、保護者の同意が必要
（２） 経験年数
・ マンドリン合奏経験年数は 3 年以上（受験などによるクラブ引退期間は含まない事とする）
・ 3 年に満たない場合でも、個人レッスンや部活演奏指導者（学外の指導者に限る）の推薦が
あれば受講可能
（３） 募集人員
1st Mandolin
9人
2nd Mandolin
8人
Mandola Tenore
7人
Mandoloncello
5人
3

Guitar
Contra Bass

8人
3人

（４） 受講形態
・ 室内楽アンサンブルまたは 2 つの合同オーケストラのうち、2 編成の受講を基本とします。た
だし、全編成の受講を希望する者のなかで講師が認める者に限り、全編成の受講を可能と
します。
・ 前項の受講編成は、募集時に希望を確認の上、講師により受講編成を決定し、追って連絡
します。（必ずしも希望する編成を受講できるとは限りません）
・ 受講しない編成の合奏セミナー中は、当該セミナーの聴講が可能です。
・ 個人レッスンセミナーの受講希望の有無は、募集時に確認します。
６． 聴講生
（１） 対象者
特に条件はありません。
（２） 経験年数
特に条件はありません。
（３） 募集人員（予定）
10 人
（４） 参加形態
・ 期間中の個人レッスンセミナーを除く全てのプログラム及びコンサートのリハーサルの聴講が
可能。
・ 室内楽アンサンブルやパート別練習は、会場の都合により、聴講できる人数を制限する場合
があります。
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７． 課題曲
課題曲は下表のとおり。
編成
●合同オーケストラ A

課題曲名
組曲「田園写景」（S.ファルボ.G）
“Scene Campestre” Suite : Salvatore Falbo Giangreco

●合同オーケストラ B

古風な舞曲（J.クレイトン）
Danseríe anciennes : John Craton

●室内楽アンサンブル
○ダブル編成（担当：内山講師）
過去への尊敬（L.メッラーナ＝フォクト）
（1stMn、2ndMn、マンドラ、チェロ、ギタ Omaggio al passato, ouverture : Lodovico Mellana-Vogt
ー各 2 名、コントラバス 1 名）
○シングル編成（担当：柴田講師）
イン・ザ・フェンス―アロの街で（桑原康雄）
（1stMn、2ndMn、マンドラ、チェロ、ギタ
ー、コントラバス各 1 名）
○カルテットロマンティコ（吉住講師）
（1stMn、2ndMn、マンドラ、ギター）

四重奏曲ト長調より 1,2,5 楽章（H.アンブロジウス）

○カルテットクラシコ（担当：堀講師）
（1stMn、2ndMn、マンドラ、チェロ）

ミヌエット・レント（R.カラーチェ）

○トリオ（担当：中野講師）
（1stMn、2ndMn、ギター）

2 台のマンドリンと通奏低音の為のトリオニ長調（G.B.
セドローニオ）

Quartett G-Dur : Hermann Ambrosius

Minuetto Lento : Raffaele Calace

Trio in D : Giovanni Battista Cedronio / Bearb. R.Stutz

○トリオ（担当：佐古講師）
（マンドリン、マンドラ、ギター）

カスクドール（U.ボッタッキアリ）
Casque D'or : Ugo Bottachiari

セヴィリアの理髪師よりカヴァティーナ「わたしは町
のなんでも屋」（G.A.ロッシーニ/A.ヴィツァーリ編曲）
«Il barbiere di Siviglia» Cavatina "Largo al factotum" :
Gioacchino

Rossini / reduz. A.Vizzari

※ ●のうち 2 編成の受講を基本とします。ただし、全編成の受講を希望する者のなかで講師が認
める者に限り、全編成の受講を可能とします。
※ 「●室内楽アンサンブル」を受講する場合、○のうち 1 編成を受講します。
※ 各アンサンブルに講師１名がメンバー（パート名で表示）として入ります。
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８． 受講決定までの流れ
受講決定までの流れは以下フロー図のとおりです。

９． 受講料
（１） 受講生
30,000 円
・ 受講申込受付通知発送日翌日から 10 日以内（発送日翌日を含む）に前金として
10,000 円を、セミナー当日に残額（20,000 円）を納入いただきます。
・ 受講申込受付通知発送日翌日から 10 日以内（発送日翌日を含む）に全受講料を一括
で納入される場合は、受講料を 30,000 円から 27,000 円に割り引きます。
・ 個人レッスンセミナーを受講する場合は、前項または前々項の受講料に加え 5,000 円を
納入いただきます。納入期限は、追って希望者にメールにてお伝えします。
・ 期日までに受講料の納入が確認できない場合は、キャンセルとみなします。
・ 支払いは、セミナー当日に支払うものを除き、受講申込受付通知に記載する銀行口座に
入金いただきます。なお、入金時に銀行等で発行される支払い控えをもって、領収書と
替えさせていただきます。
・ 一度入金いただいた受講料は、いかなる場合も返金しません。
・ この料金にはセミナー期間中、参加者の懇親を目的とした食事会（講師、受講生及び聴
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講生を対象、一食分）の費用が含まれます。
・ この料金とは別に、課題曲のスコア購入費、交通費、宿泊費（必要な方のみ）、食費（上
記食事会を除く）が必要となります。なお、懇親会（20 日夜 3,000 円程度）及び打上げ
（23 日夜 4,000～5,000 円程度）を企画予定であり、参加される場合、それらの参加費
が必要となります。
・ 課題曲のパート譜は、事務局から提供される電子データを受講生が印刷し、持参いただ
きます。
・ 課題曲のスコアの購入方法は追って事務局から案内します。（希望者を対象に、事務局
で注文をとりまとめる予定）
受講料に含まれるもの

・ 「１．合奏セミナーのプログラム概要」に記載した全プログ
ラムの受講料（会場費含む）
・ パート譜（電子データ）準備費
・ 食事会参加費（１食分）

受講料に含まれないもの ・ 課題曲のスコア購入費
（受講料とは別に受講生 ・ セミナー会場までの交通費
が準備するもの）
・ 宿泊費（必要な方のみ）
・ 食事会を除く食費
・ 懇親会（20 日夜 3,000 円程度）及び打上げ（23 日夜
4,000～5,000 円程度）の参加費（参加される方のみ）
（２） 聴講生
一般：7,000 円 学生：4,000 円
・ 受講申込受付通知発送日翌日から 10 日以内（発送日翌日を含む）に一括納入いただ
きます。
・ 期日までに納入が確認できない場合は、キャンセルとみなします。
・ 支払いは、受講申込受付通知に記載する銀行口座に入金いただきます。なお、入金時
に銀行等で発行される支払い控えをもって、領収書と替えさせていただきます。
・ 一度入金された受講料は、いかなる場合も返金しません。
・ この料金にはセミナー期間中、参加者の懇親を目的とした食事会（講師、受講生及び聴
講生を対象、一食分）の費用が含まれます。
・ この料金とは別に、課題曲のスコア購入費、交通費、宿泊費（宿泊して参加する場合）、
食費（上記食事会を除く）が発生します。
・ 課題曲のスコアの購入方法は追って事務局から案内します。（希望者を対象に、事務局
で注文をとりまとめる予定）
受講料に含まれるもの

・ 「１．合奏セミナーのプログラム概要」に記載した全プログ
ラムの聴講料（会場費含む）
・ 食事会参加費（１食分）

受講料に含まれないもの

・ 課題曲のスコア購入費
7

（聴講生が準備するもの） ・ セミナー会場までの交通費
・ 宿泊費（必要な方のみ）
・ 食事会を除く食費
・ 打上げ（23 日夜 4,000～5,000 円程度）参加費（参加さ
れる方のみ）
１０． 募集
（１） 募集開始時期
受講生…2020 年 2 月 1 日（土）
聴講生…2020 年 6 月 1 日（月）
（２） 募集方法
ホームページに掲載する入力フォームに必要事項を入力の上、申し込みいただきます。
URL: http://youth-mandolin.org/
（３） 課題曲の演奏音源の提出
講師によるパート編成及びセミナーの進め方の参考とするため、下表の課題曲の演奏音源を
提出いただきます。詳細は受講決定通知のなかでお知らせします。
なお、第１回及び第２回の受講生は、演奏音源の提出が免除されます。
パート名
1st Mandolin
2nd Mandolin

課題内容

備考

Adagio from “L’ART DE LA MANDOLINE” JSYMO 事務局が配布する
by Silvio Ranieri ほか
楽譜を使用。

Mandola Tenore 「ペッティーネの現代マンドリン教則本」No.6 よ 同上
り Adagio molto espressivo ほか
Mandoloncello

「オデルマンドリン教則本１」より Andante ほか 同上

Guitar

ETUDE Op.60-3 by Matteo Carcasi
粋 ほか

Contra Bass

サン＝サーンス 組曲『動物の謝肉祭』より象 「象」は受講生が楽譜を手
（ヘンレ社） ほか
配する。
ピアノ伴奏なしでも可

より抜 同上

１１． その他
・ 本要項に記載のない事項は、追ってホームページに掲載します。
・ ホームページの掲載情報は、随時公式 Twitter に掲載します。情報取得を希望される方は、
アカウント（@JSY_mandolin）をフォローしてください。
・ 事務局からの連絡事項は、エントリーフォームに入力いただいたアドレス宛に事務局（アドレス：
info@youth-mandolin.org）からメール送信します。受信選択機能等を設定されている場合は、
上記アドレスからのメールを受信できるよう設定願います。
・ 宿泊場所の確保が必要な方は、各自で手配願います。

8

１２． 問い合わせ
本募集要項及びその他の事項にかかる問い合わせは、ジャパン・スーパーユース・マンドリンオ
ーケストラ事務局にメールで問い合わせください。
メールアドレス：info@youth-mandolin.org
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（別紙） JSYMO2019 受講生の感想

M.M さん （受講パート：1st Mandolin）

JSYMO2019 受講

私は今回初めてスーパーユースを受講させていただきましたが、とても有意義な 4 日
間を過ごすことができました。またその後の自分にとっても、とても大きなものになり
ました。
その大きな理由の一つは、綿密に考えられたスケジュールと素晴らしい講師陣がお揃
いになっていたことだと思います。4 日間という限られた時間の中で初対面の仲間たち
と曲を作り上げるのは、始まる前はとても不安でした。しかし、綿密なスケジュールの
おかげで効率よく充実した練習を行うことができ、それを講師の皆様が丁寧で的確なア
ドバイスを数多くくださいました。そのため短期間で集中してそれぞれの曲を仕上げる
ことができました。
またその時のメンバーとは講習後も繋がりがあり、とても素敵な出会いに恵まれまし
た。実際に先日、仲良くなった京都のメンバーの演奏会に東京から応援に行ってきまし
た。それほど今となっては私の中で大きなものになっています。

H.Y さん （受講パート：2nd Mandolin）

JSYMO2018,2019 受講

JSYMO を料理で例えると、レトルト...ではなく、美味しい食材の使い方から学べる場
所だと思います。食材の使い方が分かると、一つの料理でも多様な味付けや薫り付がで
き、飽きる事なく楽しみ尽くせると思います。
具体的には、アンサンブル、合奏セミナー、空きコマの練習方法講座を通じ、第一線
で活躍されている講師陣の耳をお借りして、音楽に対する感覚や練習時の考え方などを
学ぶことができます。
全国各地から集まる受講生同士で会話しながら、音作りを行う事ができ、音楽への捉
え方などを学び合える点も魅力です。
音楽をできるまでのプロセス(セミナー)と演奏としてのアウトプット(演奏会)が、短
期間で集中してできる点も社会人としてはありがたいです。
内側から音楽を紡ぐ人が育つ場所だと思います。
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T.K さん （受講パート：Mandola Tenore）

JSYMO2019 受講

私は第一回の JSYMO には参加しておらず，第二回で初めての参加でした。第一回から
連続で参加されている受講生も多いようでしたが，第二回からの受講でも十分皆さんと
交流を深めることが出来ました。
JSYMO に参加して特によかったと思う点はプロ講師の方から直接指導を受けることが
出来たことです。実際に合奏やアンサンブルで講師の先生方から受ける指示によって自
分の中に無い視点からの音楽の作り方を経験することが出来ました。また，基礎的な練
習として，効果的な運指の練習方法なども教えていただくことが出来ました。
私は普段特定の先生に指導を受けていなかったので，普段特定のプロの方に指導して
もらっていない人ほど得られる事が多いのではないかと感じました

H.Y さん （受講パート：Guitar）

JSYMO2019 受講

セミナー期間中はとにかく密にスケジュールが組まれていました。
アンサンブル練習では、ギターの技術・奏法的な手法から表現まで講師の吉住先生か
ら丁寧にご指導いただきました。また、練習を見てくださる先生方は回ごとにローテー
ションしており先生方の多様な観点からの指導のおかげで、1 人の先生による指導だけ
では得られない多くの気づきを相方と共有することができました。オーケストラ練習で
は指揮者の橘先生のもと各パート講師の先生方も加わり、短い時間の中でしたが、タイ
ミングの他にも、表現・音色についての着想・指示が常に飛び交い、こんなに密度の濃
い合奏時間は初めてでした。
周囲の音に気を配るなかで、ギターとしてオーケストラにどういう貢献をするべきか、
常に考えさせられました。大変だったことは勿論たくさんありましたが、その分大きな
成長を実感として得ることができたと確信しています。
このセミナーの素晴らしい点は、何より講師の先生方とその多様性であると思いま
す。様々な価値観を持った方が集まり、議論をしてより良い音楽を求めていく、だから
こそより大きく深い音楽そして学びにつながったのだと思います。今よりもう一歩ステ
ップアップしたいと考えておられる方はぜひ一度参加してみてはいかがでしょうか。
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O.E さん （受講パート：Contra Bass）

JSYMO2019 受講

今回からコントラバスパートの募集があり、私は以前から一度プロとして活動する方
に指導を受けてみたいと思っていたため、すぐに受講を決めました。
コントラバスパートの先生は大変気さくかつ丁寧な方で、個人レッスンでは緊張して
いる私に対し笑いを交えながらも、音を出す際の細かな所作や力のかかるイメージ等を
丁寧に説明してくださり、今まで疑問が残っていたことの手掛かりが得られました。ま
た、合奏セミナーでは先生方もパートに加わり、すぐ傍で先生の呼吸や音色を感じるこ
とができたため、そこからの気づきも多く、プロジェクト中、一奏者として学ぶことは
頭の休む暇もないほど沢山ありました。
講師陣やスタッフの皆さんとの距離も近く和気藹々とした雰囲気の中、音楽漬けで過
ごすことができ、大変濃くて楽しい 4 日間でした。次回以降も参加したい気持ちでいっ
ぱいです。
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