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 会場  新宿  芸能花伝舎  

ダンス教師＆治療師  

ジョイントセミナー2019  

P r e s e n t e d  b y  A O D T  

2019. 3.27wed. 28thu. 29fri 

参加申込はwebにて 

 
● AODTホームページのトップページ、申込フォームよりお申し込みください 
  （右記QRコード、または直接ホームページhttp://aodt.p-kit.com/より） 
● 中級、上級の学年は2019年4月進級予定の学年でお申込みください 
 
    ※インターネット環境が無く、申込みが困難な場合は下記AODT事務局または 
    （株）コラボレート研究所  TEL 03-5847-8970 杉上（すぎかみ）までお問合せください 
 

2.15 Fri.受付開始 

THE ASSOCIATION OF DANCE TEACHERS 

中級クラス 上級クラス 指導者クラス 治療師クラス 

新小学4年～6年（経験2年以上） 新中学生以上（経験3年以上） 指導者・指導者を目指す方 医療従事者 

キミー先生推薦による アントワープ・ロイヤルバレエ学校 
スカラーシップのチャンスあり（上級クラス） 



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。  
AODTは解剖学的アプローチによるバレエレッスンの草分けである、ヤン・ヌイッツ先生の理念に基づき活動を続け、今年も
「ダンス教師＆治療師ジョイントセミナー2019」の開催をいたします。クラシックバレエクラスには、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するキミー・ローウェンス先生、ボディコンディショニングにはボディーワークス主宰の橋本佳子
先生をお招きしました。また、心理カウンセラーによる「バレエのための心理学入門」で、心の健康にも目を向けていきます。 

今回は上級クラスの中からキミー先生に優秀と認められた受講生に、オーディションを兼ねたアントワープ・ロイヤル・バレエ
学校の短期留学のスカラーシップが与えられます。 

 
2019年AODTコミッティー 

 
  
中級クラス 会員生徒39,000円  一般生徒 50,000円 
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 
橋本  ボディコンディショニング60分×3日間 
保延  バレエのための心理学入門 50分(28日） 
  
上級クラス 会員生徒 45,000円  一般生徒 56,000円 
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 
橋本  ボディコンディショニング60分×2日間 
       ボディコンディショニング90分×1日間 
保延  バレエのための心理学入門 50分（28日） 
  
指導者クラス 会員 45,000円  一般 56,000円 
キミー クラシッククラス60分×3日間 
キミー＆橋本質疑応答クラス30分×3日間 
橋本  ボディコンディショニング60分×2日間 
保延  バレエのための心理学入門 50分（28日） 
中級・上級クラシッククラス、コンディショニングクラス見学 
  
治療師クラス 1日受講につき 5,000円 
 キミー＆橋本質疑応答クラス30分×3日間 
中級・上級クラシッククラスクラス見学 
指導者ボディコンディショニング見学 
  
 アドバイスタイム AODT会員、会員生徒優先   10,000 円 
橋本佳子による個別相談 50分（27日） 
対象者：上級クラス以上 
指導者、保護者の付き添い可 
  
心理カウンセリングAODT会員、会員生徒優先   6,000円 
心理カウンセラーによる個別相談 30分（28日） 
付添いは相談者本人が希望した場合のみ可 
  
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 
 
 
心理カウンセリング入門（28日10:00～10:50） 
受講生徒の保護者  1,000円（当日集金） 
生徒、指導者とともに受講いただけます 
事前の申込み不要  

ごあいさつ 

・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 
・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 
・受講申込は余裕を持ってお早めにお申込みくださいます 
 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。 
 
 
 
 

上級クラス受講者でスカラーシップを得た生徒は、アント
ワープ・ロイヤルバレエ学校入学のオーディションを兼ねた
レッスンが1週間無料で受講いただけます。渡航費、滞在費

等すべてにかかる費用は自己負担となり、日程については
学校と選出された受講生との直接交渉となります。（ご相談
に応じます） 
 
 
 
 

セミナー内のすべてのクラスにおいて、撮影および録音を禁
止とさせていただきます。 
 
 
 
 
1. AODTホームページからお申込み 
   （お申込の詳細はパンフレット表紙をご参照ください） 
2. AODTより入金のご案内 
3.  受講料のお振込 
4.  受付準備完了 
  
   振込手数料はご負担いただきます 
 振込人名義は必ず受講する方の名義でお願いいたします 
 振込票が領収書の代わりとなります。大切に保管ください  
  

クラス内容・受講料金 

スカラーシップ 

撮影・録音 

お申込みから受講までの流れ 



C1 A4 C1 A4 C1 A4
キミー 橋本佳子 キミー 橋本佳子 キミー 橋本佳子

クラシッククラス コンディショニング クラシッククラス コンディショニング クラシッククラス コンディショニング

28日（木）バレエのための心理学入門を、受講生との保護者の方にもご参加いただけるようにいたしました
当日集金1,000円（クラス終了後）　事前のお申込み不要・ぜひご参加ください
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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。 

専門分野ダンサーのためのボディコンディショニング  
ボディーワークスにて バレエダンサー、関係者への指導 
略歴: 英国ロイヤルバレエスクール留学 元谷桃子バレエ団所属。舞踊家として活動。文化庁芸術
家在外研修員 クラシックバレエ技法、及びダンサーのボディコンディショニングについて研修 
1987年日本でのバレエドクター第一人者 小川正三先生のご支援を受け、ダンサーの怪我の予防
を目的に、報告活動を開始。1990年スタジオピラーテ開設、ヒンドリーダレンをパートナーとして個
別対応の指導を大切に行う。（後にボディーワークスへ改名）1991年 英国ピラーティス第一人者

のアランハードマン氏初来日の際、日本では初めてとなるピラーティスマシンデモンストレーション
を行う。2001年4月より、新国立劇場バレエ研修所においてダンサーへのボディコンディショニン
グクラス担当。後に新国立劇場演劇研修所,新国立劇場オペラ研修所においても担当。2010年4

月より都立総合芸術高等学校舞台表現科市民講師 バレエコース舞踊基礎担当。一般女性の心
と身体の健康を促す講座として東急セミナーBE青葉台校にて指導、他、現在に至る。 

Kimmy Lauwens キミ―・ローウェンス 

2001年カウンセリング心理学を学ぶため渡米し、学士号並びに教育学修士号取得する。「夜と

霧」の作者であり精神科医であるヴィクトール・フランクルの創設したロゴセラピーを基本に、自分
の人生に意味を見出す（発見）ことを目的としたセッションを病院や大学等において提供。2010年
4月日本帰国後、精神科・心療内科クリニック、大学病院精神科等で心理検査及びカウンセリング

等を担い、現在に至る。「フランクルは、人の主要な関心事は快楽を探すことでも苦痛を軽減する
ことでもなく、『人生の意味を見出す事』であるとする。人生の意味を見出している人間は、苦しみ
にも耐えることができる」の教えを、日々実践に活かすことを念頭に活動している。 

会場 芸能花伝舎 
〒160-0023  
東京都新宿区西新宿6-12-30 
 
 

橋本佳子 ハシモト ヨシコ 

保延直美 ホノベ ナオミ 

ジョイントセミナー2019講師紹介 


