
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダンス教師＆治療師 
ジョイントセミナー２０１8 

2018 年 3 月 29 日（木）～3 月 31（土） 

芸能花伝舎創造スペース 
東京都新宿区 

 

 
A.O.D.T  Presents 

 
 

Classical ballet 

 

Anatomy 

 

 

Grand Pas de Deux 

 

 

 

講師 
キミー・ローウェンス 

フランシス・ウェイツ 

福岡雄大（新国立劇場バレエ団プリンシパル） 

小野絢子（新国立劇場バレエ団プリンシパル） 

主催：THE ASSOCIATION OF DANCE TEACHRS (A.O.D.T) 



 

 

 

セミナー会場 芸能花伝舎  

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-12-30 

●東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 【出口２】より徒歩約 6 分 

●都営大江戸線「都庁前」駅 【Ａ５】より徒歩約 7 分 

●都営大江戸線「中野坂上駅」「西新宿五丁目」より徒歩約 10 分 

●「新宿」駅 西口より 徒歩約 15 分 

ホームページ http://www.geidankyo.or.jp/12kaden/ 

 

 

各教室のご案内 

 

ごあいさつ 

このセミナーの目的は大きく２つあります。その一つはダンサーを目指す方、またはその指導者の皆さんにい

つまでも健康な身体で踊り続けるために必要な「バレエ解剖学」を広く知っていただくこと。２つ目は豊富な

治療経験をお持ちの治療専門家の皆様に、スポーツ選手とは異なるバレエダンサーの動きの特性、故障、怪我

の原因について理解を深め、今後の治療に生かしていただくことにあります。 

ヤン・ヌイッツ先生が引退されてから早 2 年が過ぎようとしております。AODT は彼の理念に基づき活動を続け

てまいりましたが、2018 年 3 月、再びダンス教師＆治療師の為のジョイントセミナー」の開催が決定いたしまし

たのでここにご案内いたします。クラシックバレエクラスにはヤン先生の解剖学的アプローチによるバレエレッ

スンの流れを継承し、今なおアントワープでご活躍のキミー・ローウェンス先生、バレエ解剖学にはおなじみの

フランシス・ウェイツ先生をお招きしました。また、新国立劇場バレエ団プリンシパルとしてご活躍の小野絢子

さんと福岡雄大さんをお招きしグラン・パ・ド・ドゥのデモンストレーションとパネルディスカッションを予定

しております。日本のトップダンサーお二人の踊りを間近でご覧いただくのは受講生にとって何よりの感動と経

験となり今後に大きな影響を及ぼすことと思います。 

2018 年 AODT コミッティ  

 

 

 

クラシッククラス C1 

解剖学クラス A1 

女性更衣室 B1b 

男性更衣室 B3 

（29・30 日のみ） 

 

AODT 

スタッフルーム A3 



クラス内容・受講料金 

 

中級クラス 10 歳～13 歳 経験 2 年以上 

キミー クラシッククラス 90 分×3 日間 

キミー インプロ（即興）クラス 30 分×3 日間 

フランシス 解剖学＆エクササイズクラス 60 分×2 日間 

福岡雄大・小野絢子グラン・パ・ド・ドゥデモンストレーション 

AODT 会員生徒 39,000 円  一般生徒 50,000 円 

 

上級クラス 14 歳以上 経験 3 年以上 

キミー クラシッククラス 90 分×3 日間 

キミー ポアントクラス 30 分×3 日間 

フランシス 解剖学クラス 60 分×2 日間 

フランシス エクササイズ 30 分×2 日間 

福岡雄大・小野絢子グラン・パ・ド・ドゥデモンストレーション 

AODT 会員生徒 45,000 円  一般生徒 56,000 円 

 

指導者クラス 指導者、指導者を目指す方 

キミー クラシッククラス 60 分×2 日間 

キミー＆フランシス質疑応答クラス 30 分×2 日間 

キミー＆フランシス質疑応答クラス 60 分×1 日間 

フランシス 解剖学クラス 60 分×3 日間 

フランシス エクササイズ 30 分×3 日間 

中級・上級クラシッククラス見学 

福岡雄大・小野絢子グラン・パ・ド・ドゥデモンストレーション 

AODT 会員 45,000 円  一般 56,000 円 

 

治療師クラス 医療従事者 

 フランシス 解剖学クラス 90 分×3 日間 

 キミー＆フランシス質疑応答クラス 30 分×2 日間 

キミー＆フランシス質疑応答クラス 60 分×1 日間 

 中級・上級クラシッククラス、解剖学クラス見学 

福岡雄大・小野絢子グラン・パ・ド・ドゥデモンストレーション 

 3 日受講 35,000 円 1 日受講 14,000 円 

 

アドバイスタイム 
フランシス・ウェイツによる個別相談 45 分 

レントゲン写真が必要になる場合あり 

（AODT 会員、会員生徒優先）料金 10,800 円 

 

■上級・指導者クラスの 1 日受講 

会員（会員生徒） 18,000 円 一般 21,000 円 

 

■中級クラス 1 日受講 

会員（会員生徒） 15,000 円 一般 18,000 円 

 

・3 日間受講申し込みの方から優先受付いたします 

・2 日間受講は 1 日受講代金×2 となります 

・AODT 会員生徒とは、通っている教室の教師が AODT 会

員であることをさします 

・福岡雄大・小野絢子グラン・パ・ド・ドゥデモンストレー

ションは 3 月 31 日（土）のみとなります 

 

 

 

お申込み 

 

■パンフレットの申込用紙を切り離し、必要事項を記入し

て下記まで FAX 送信してください。申込書は受講当日受

付にご提出いただきます。 

 

受付開始： 会員 2 月Ⅰ日（木）10：00～   
一般 2 月 5 日（月）10：00～ 

受付専用 FAX 03-5847-8971 杉上 宛  

申込み締切日：2018 年 3 月 20 日（必着） 

 

■注意事項 

＊余裕を持ってお早めにお送りくださいますようお願いい

たします。 

＊定員になり次第締切らせていただき、申込み数が定員を

上回った場合は申込み順で受付となります。（３日間受講

の方を優先させていただきます。） 

＊セミナー開催可能人数に達しなかった場合はセミナーを

中止とさせていただきます。 

＊より充実したセミナー開催を目指し、開催間際まで海外

講師と内容についての検討を行うため、クラス内容、時

間割等の変更の可能性がありますことを予めご了承くだ

さい。 

＊講師の怪我・病気・交通事情等のやむを得ない理由によ

って、セミナーが開催不可能になる場合がございます。 

 

■お申込から受講までの流れ 

 

①申込書を FAX 

 ②AODT より詳細のご案内 

 ③受講料のお振込 

 ④受付準備完了 

 

お申込みに関するお問合せ 

（株）コラボレート研究所 杉上（すぎかみ） 

           TEL 03-5847-8970 



ジョイントセミナー2018 講師紹介 
 

 

 
Kimmy Lauwens キミー・ローウェンス 
キミー・ローウェンスは韓国に生まれ、ベルギー人の両親の養子となりアントワープ・ロイヤル・バレエ・
スクールでバレエ教育を受けた。スクール卒業後はロイヤルバレエオブフランダース及び Basler Ballet で活
躍する一方、教えることに対する熱意が常にあり、アントワープの Higher Institute for Dance and Dance 

Pedagogy で教授法の学位を取得し、1993 年よりアントワープ・ロイヤル・バレエ・スクールで教職につい
た。2003 年には同スクールの芸術監督に就任、2009 年、芸術監督を退き若いダンサーを直接教えることに献
身することを決意し、その時から若手の育成に尽力している。Royal Conservatory – Artesis Plantijn 

Hogeschool Antwerpen のダンス学科でゲスト講師として「ダンスメソッド」を教える他、イタリアの
Formazione Tersicore-Arte&Balletto というダンス教育プロジェクトで、ルーベン大学（KUL）においても
ゲスト講師を務めている。そのほかプロ育成のためのバレエスクールや国際バレエセミナーにゲスト講師と

して頻繁に招聘されており、バレエスクールの卒業試験やローザンヌ国際バレエコンクール、ユースアメリ
カグランプリ、タンズオリンピックベルリン、All Nippon D.A.T.E などの国際バレエコンクールにおいて審
査員なども務めている。専門的な経験と知識により、キミーはベルギー国内外でプロ養成コースのバレエ教

師としての依頼を受けている。 
 

 

 
 

Francis Weyts フランシス・ウェイツ 
筋肉セラピスト、整骨師。故郷のベルギー、アントワープに自分の治療院をもつ。 

体操、アクロバットでの長年の経験、多くの劇場関係者との交流をとおして、体を駆使する人間の「身体運
動」に深い興味を抱き、アントワープ物理療法高等学校卒業後もマニュアル・セラピー、整骨治療、筋肉連
鎖治療を習得。この間、プロのスポーツ選手、ダンサー、俳優、ウィリアム・フォーサイスのフランクフル

ト・バレエ団、ピナ・パゥシュのヴァパタール市立舞踊団、ヤン・ファーブル・ダンスカンパニーを初め、
欧米のバレエ学校、バレエ団、演劇学校にトレーナー、講師として招かれ、身体健康管理の指導にあたり、
優れた成果をあげている。また、近年はホッケーチームのケアにも従事している。 

 

 

 

 
福岡雄大 フクオカ ユウダイ 
大阪府出身。ケイ・バレエスタジオで矢上香織、久留美、恵子に師事。2003 年文化庁在外研修員としてチュ

ーリッヒジュニアバレエ団に入団、ソリストとして活躍。05 年チューリッヒバレエ団にドゥミソリストとし
て入団し、07 年まで所属。2000 年 NBA 全国バレエコンクール・コンテンポラリー部門第 1 位、03 年神戸全
国洋舞コンクール・バレエ男性シニア部門グランプリ、08 年ヴァルナ国際バレエコンクール・シニア男性部

門第 3 位、09 年ソウル国際舞踊コンクール・ クラシック部門シニア男性の部優勝などがある。09 年新国立
劇場バレエ団にソリストとして入団。『ドン・キホーテ』、『白鳥の湖』、『くるみ割り人形』、『火の鳥』、バラ
ンシン『アポロ』、ビントレー『パゴダの王子』ほか数々の作品で主役を踊っている。12 年プリンシパルに

昇格。11 年中川鋭之助賞、13 年舞踊批評家協会新人賞受賞。 
ダンスマガジン 2 月号バレエ年鑑 2018 において読者ウェブ投票「あなたが好きなバレエのペアは？」で小野
絢子＆福岡雄大のペアで並みいる海外ダンサーたちを抑え堂々の 1 位獲得。 

 

 

 
小野絢子 オノ アヤコ 
東京都出身。小林紀子、パトリック・アルモン、牧阿佐美に師事。小林紀子バレエアカデミー、新国立劇場

バレエ研修所（第 3 期修了生）を経て、2007 年新国立劇場バレエ団ソリストとして入団。入団直後に、ビン
トレー『アラジン』の主役に抜擢され成功を収めた。 その後、『眠れる森の美女』『白鳥の湖』『くるみ割り
人形』『ラ・バヤデール』『ジゼル』、アシュトン『シンデレラ』、ビントレー『カルミナ・ブラーナ』『パゴダ

の王子』『シルヴィア』、プティ『こうもり』『コッペリア』、フォーキン『火の鳥』ほか数多くの作品で主役
を踊っている。 11 年プリンシパルに昇格。主な受賞歴に 04 年アデリン・ジェニー国際バレエコンクール金
賞、11 年芸術選奨文部科学大臣新人賞および舞踊批評家協会新人賞、14 年服部智恵子賞、16 年橘秋子賞優

秀賞などがある。ダンスマガジン 2 月号バレエ年鑑 2018 において読者アンケートダンサー・ベストテン第 9
位、読者ウェブ投票「あなたが好きなバレエのペアは？」で小野絢子＆福岡雄大のペアで並みいる海外ダン
サーたちを抑え堂々の 1 位獲得。 

 
今年のジョイントセミナーでは充実した実技、座学はもちろんのこと、今日本で一番の人気を誇るペア、新国立劇場
バレエ団プリンシパルの福岡雄大、小野絢子ペアによるグランパ・ド・ドゥデモンストレーションを目前で見学し、
パネルディスカッションに参加することができます。日本のトップダンサーお二人の踊りを間近でご覧いただくのは受講生

にとって何よりの感動と経験となり、今後に大きな影響を及ぼすことでしょう。 

 

 

主催 THE ASSOCIATION OF DANCE TEACHERS (A.O.D.T) 
〒359-1131 埼玉県所沢市久米 532-8 みむらゆきこエコール・ド・バレエ内 AODT 事務局 

TEL 04-2994-5115 ホームページ http://aodt.p-kit.com/ 


