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1991年に創設されたアルバータ・バレエ・スクールは、カナダ国
内でも有数のプロ養成ダンススクールとして知られています。当
校の芸術部校長、アシュリー・マクニールの指導の元に、アルバ
ータ・バレエ・スクールのプロ養成コースは中学１年生から高校
３年生までの生徒およそ100名を国内及び国外から毎年受け入
れています。当校の芸術部校長、アシュリー・マクニールの指導
の元に、アルバータ・バレエ・スクールのプロ養成コースは中学
１年生から高校３年生までの生徒およそ100名を国内及び国外
から毎年受け入れています。

アルバータ・バレエ・カンパニー (albertaballet.com) の公
式訓練校である当校の生徒は、バレエ・カンパニーの団員による
直接指導を受け、さらにカンパニーの主催する公演などに出演
するチャンスも与えられます。さらに、当校の経験豊かな教員団
による質の高い指導の元で、生徒達はプロのダンサーとして成
長するために必要とされる様々な機会を得ることができます。

アルバータ・バレエ・スクールは他のプロ育成校とは異なりま
す。近年のプロのダンスカンパニーから求められる世界レベル
のバレエ教育を提供する他、アルバータ・バレエ・スクールには
以下の様な特色があります。

• 何よりもまず生徒の身体と精神の健康を第一に考える
こと。

• 卒業後には芸術、学術に関わらず、様々なキャリアに進む
ことのできる多才な人材を育成すること。

• 前向き、健康的で、誰もが受け入れられる環境を創りあげ、
芸術及び学術に携わるすべての教員が協力し合うことで生
徒の成功を確実なものとすること。

あなた自身、またはお子様の未来に向けて当校への入学をご検
討頂き、当校に関わるすべてのスタッフを代表してここに感謝申
し上げます。ご不明な点があれば、次の連絡先よりご遠慮なく
お尋ね下さい。 registration@albertaballet.com 
または 403 245 2245（内線722）

*	 アルバータ・バレエ・スクールでは、小学５年生と６年生のお子様を	
	 対象とするプロ養成前期コースも提供しています。

当校の理念

http://www.albertaballet.com
mailto:registration%40albertaballet.com?subject=
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アルバータ・バレエ・スクールのプロ養成コ
ースではプロを目指す若いダンサーを対象
に、学術と芸術のバランスの取れたプログ
ラムを提供しています。 

生徒が一日を通して学術と芸術の教育を均等に受けられるよう
に配慮したカリキュラムがすべての登校日に組まれています。毎
日の教科学習に加え、生徒は地元及び学校の催し物を企画・
参加することで愛校心やリーダーシップ、一生続く友情などを
育みます。プロ養成コースの合否は、オーディションにおけるパ
フォーマンスの成果、及び生徒の学術成果を基準として決定さ
れます。当校の生徒は９月から６月末にわたる芸術・学術両方
のカリキュラムを終えるとすぐに一週間の集中芸術訓練を受け、
７月始めに学年の課程を修了します。当校のプロ養成コースで
は、次の学年度に進級する審査が一年ごとに行われ、進級の合
否は２月に生徒と保護者へ伝えられます。

当校のプログラムについて
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アルバータ・バレエ・スクールでは、現代の
ダンスカンパニーから求められるあらゆる
種類の動きやスタイルを習得し様々なニー
ズに対応できるダンサーの育成を目指し、
厳しい訓練を行います。

バレエ
当校のバレエ教育カリキュラムはアルバータ・バレエ・スクール
独自のもので、チェケッティやワガノワ、フランス式の訓練法を
顕著に取り入れたものとなっています。毎日の教科学習にはポ
アント、男性向けテクニック、パ・ド・ドゥ、レパートリーとバリ
エーション、キャラクターダンス、身体調整などが含まれます。

バレエ・クラスのレベル分けとポアントワーク
それぞれの生徒のレベル判定、試験に関する推薦、ポアントワ
ークの実施に適した時期などの事項は、教員団の協力の元に、
芸術監督が決定します。他のクラスへの移動が生徒の成長に良
い変化をもたらすと学校側が判断した場合には、別のクラスへ
生徒が移る場合もあります。生徒個人の身体的発達、調整能
力、指導内容への適応具合、モチベーションの大きさなどを基
準に、それぞれの生徒のダンサーとしての成長具合に適するカ
リキュラムが組まれます。全日制のカリキュラムにおける各生徒
のレベルは、安全に正しい基本技術の基礎を構築する能力の
発達具合をもとにして、ステージごとに分けられます。

経過報告
プロ養成コースの生徒は、年間を通して校内のアセスメントク
ラスの受講を求められる場合があります。このクラスでは、生徒
の進歩状況を確認した上で生徒本人とその指導につく教員へ
価値あるフィードバックを提供することを目的としています。場
合によっては、このクラスで評価された生徒の成績はその生徒
の経過報告書に数度にわたり記載されることもあります。一年
に４度配布される経過報告書は、教員が生徒と保護者へ進歩
状況を伝えるのに役立ちます。生徒の進歩状況についての話し
合いを目的とした教員の保護者面談の機会も年間を通して設
けられています。

コンテンポラリーとモダンダンス
アルバータ・バレエ・スクールではコンテンポラリーとモダンダ
ンスのクラスが必修科目となっています。このクラスでは、様々
な動きのフォームと多岐にわたる表現方法の知識を習得するた
めの確実な基礎作りを目的としています。このプログラムは、生
徒それぞれのクラシックまたはコンテンポラリーダンスにおけ
る個人的目標に合わせて構成されます。技術のクラスで学んだ
ことのすべてが実際の舞台という現場で試されるため、レパー
トリーの習得とパフォーマンスに力を入れています。結果として
このプログラムに組み込まれているものには、パートナリング、
振り付け法、現代社会におけるコンテンポラリーアートの役割
についてのディスカッションなどがあげられます。

芸術プログラム



「私はこれまでに世界中でダンサーをオーディションしてきました。オ

ーディションの時に私が注目するのは、この学校が生徒に提供する教

育内容そのもの、つまり、クラシックバレエにおけるすべてのスタイル

の習得とその応用能力です。現在世界中にバレエカンパニーがあり

ますが、クラシックバレエのみを上演するカンパニーは皆無です。です

から、現代のダンサー達には応用力が必要とされます。この応用力を

育む訓練を受けたアルバータ・バレエ・スクールの生徒達が私の舞

台に立つことを、私は誇りに思います。」

--------- Jean Grand-Maître, 
 Artistic Director,  
 Alberta Ballet

アルバータバレエスクールは、若い成長過程の芸術家のために職業

ダンサーに必要な教育とトレーニングを提供することを目的として

います。

私はこれまでこのスクールに携わり、テクニックと芸術生の発達は、

すべてのレベルの生徒および教育の品質で明白です。

--------- Diane van Schoor 
 FISTD (CB) FRSA 
 Alberta Ballet School’s Artistic Advisor
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コンテンポラリーとモダンダンス
年度末の正式パフォーマンスなど、校内制作による様々な作品
紹介や催し物で舞台に立つ機会が、当校の生徒には毎年与え
られます。アルバータ・バレエ・スクールでは、年度末舞台制作
を通し、プロ養成コースの生徒達に国際的に有名な施設で舞台
に立つ機会を提供しています。この舞台では、照明、コスチュー
ム、ステージデザイン、プロレベルの振り付けのすべてが用意さ
れます。この舞台は、若い生徒達にとって非常に価値のある体
験となると同時に、当校を卒業後に世界中のダンスカンパニー
でキャリアをスタートさせる生徒達の素晴らしい演技で観客を
魅了します。

アルバータ・バレエ・スクールとアルバータ・バレエ
アルバータ・バレエ・スクールとアルバータ・バレエは、ひとつの
組織として様々な共同作業や共同制作を行う独自のアプローチ
を持ったカナダで唯一の団体です。

アルバータ・バレエ・カンパニーは、毎年行われるスクールでの
校内制作からダンサーを抜擢します。選ばれた生徒は、プロの
ダンサーとしての生活を体験し、プロのダンスカンパニーで数
々の著名な振付師の元で演技するという素晴らしい経験を得る
ことができます。このようにスクールとカンパニーの強い結びつ
きがあることで、生徒達はプロのダンサーとして華々しいスター
トを切ることができます。アルバータ・バレエ・スクールの卒業
生の多くはアルバータ・バレエのカンパニー専属ダンサーとなり
ます。



6

正式認可の私立校であるアルバータ・バレエ・スクールでは、校
内設備の教室を利用した学術プログラムが実施されています。
このプログラムでは、世界的に認められている高校の卒業証書
と、大学レベルの教育機関に進学するのに必要な資格を卒業
時に獲得するための必修科目の完了を目標にカリキュラムが組
まれています。当校の全生徒がアルバータ教育カリキュラムを
受講し、数学、科学、言語学、社会学を勉強します。

当校の学術プログラムの利点は、卒業後に向けてプロのダンサ
ーとしてのキャリアを選択しなかった生徒達が、大学進学に必
要とされる教育レベルを完了する、または卒業時にそのような
教育レベルを上回る学力を獲得することが約束されるという
点です。当校は、州有数の高い学力指数を維持しており、全国
共通テストにおける当校の生徒のスコアは標準よりもかなり上
をマークしています。当校では、それぞれの生徒のバックグラウ
ンド、能力や才能に即し、個人のニーズに合わせた教育環境を
提供します。一クラスの標準規模はおよそ15名程度で、昨年は
87％以上の生徒が成績優秀者として学期を終えました。アル
バータ・バレエ・スクールでは、外国人留学生が勉学に励み、個
人的目標及び勉学における目標に到達することができるよう、
学術サポートも提供しています。当校の学術教員は、アルバー
タ州による正式認可を受けており、それぞれの学術科目におけ
る専門家でもあります。アルバータ・バレエ・スクールの学術プ
ログラムは、生徒に求められる芸術的成果と無理なく融合す
るように構成されています。当校の学術プログラムには、学期
末ごと（1月、６月）に実施される最終模試期間に加え、複数の
学期中間アセスメント（評価テスト）が含まれます。アルバータ
のカリキュラムと学習プログラムについてのその他の情報につ
いて知りたい方は、www.learnalberta.ca/content/
mychildslearning にアクセスして下さい。

学術プログラム

http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning
http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning
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生徒の安全を確実に守り、当校の信頼と評
価を維持するため、生徒には出席、制服、
及び行動規範に関する校則を忠実に守る
ことが求められます。

施設情報

校内施設
アルバータ・バレエ・スクールはカルガリーのダウンタウン地区
の中心に位置しており、同じビル内に６つの大きなスタジオと６
つの教室を構えています。当校施設は2700平方メートル以上の
敷地内に、図書館、コスチューム室、理学療法室、シャワーとロ
ッカーを備えた生徒用更衣室、ロビー、生徒用食堂、ダンス関
係の衣料品ストア、職員室、そしてレセプションエリアなどが広
がっています。当校施設では24時間の警備体制がなされ、当校
の生徒、教員と正式ゲストのみが立ち入りを許可されます。

レジデンス（居住施設）
アルバータ・バレエ・スクールのレジデンスは、カルガリーのマウ
ントロイヤル大学キャンパス内に位置しており、当校から徒歩
15分の距離にあります。多文化対応を念頭に置いた当校の施設
では、安心感と家族のような雰囲気、確固とした管理体制、セ
キュリティ、栄養面でのサポートなどを生徒に提供しています。
これらの要素はすべて、当校の生徒が心身ともに万全の状態を
保つために必要とする、リラックスした環境作りの力強い基礎
となります。当校のレジデンスプログラムには、通学のための移
動手段、栄養管理士監修の食事、図書館やスポーツ施設、校内
の食堂、そしてロッキー山脈を見渡す豊富な自然など、大学の
様々な設備が含まれます。このレジデンスプログラムに参加す
る生徒は、献身的なレジデンスチームとアルバータ・バレエ・ス
クールの教員団によるフルタイムの強力なサポートを受けなが
ら自立心を育む機会を得ることができます。

制服と学用品
芸術部、学術部ともに、アルバータ・バレエ・スクールでは制服
の着用が義務付けられています。プロを育成する教育環境にお
いて共同体意識と協調性を育てることがその目的です。通学時
及び校外活動の際には、この制服を着用することが必須となり
ます。芸術部の制服には、アルバータ・バレエ・スクール指定の
色と形に則したレオタード、学術部の制服には、伝統的なキルト
またはドレスパンツと校章のついた白のワイシャツが適用され
ています。アルバータ・バレエ・スクールの学術クラスを受けるた
めには、当校伝統の学用品の購入が義務付けられています。必
要となる学用品のリストは始業式前に公表されますが、これら
の学用品の購入は当校と信頼のおける業者間で組まれた購入
プログラムを通じて実施されます。
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身体の健康

生徒の身体及び精神面での健康は、プロ育
成訓練を受ける上で最も重要な点です。

アルバータ・バレエ・スクールは、地域の健康管理士らとパート
ナーシップを組み、理学療法、マッサージ、自然療法、カイロ
プラクティックなどの健康管理サービスを校内で実施していま
す。必要とする生徒には、同校専属の心理学者による内密なス
ポーツ及び個人向け心理療法が施されます。また、専属の栄養
管理士による、生徒及び保護者むけの栄養管理ワークショップ
や生徒個人向けの長期の話し合いなども実施されます。当校
の健康管理チームが教員団と連携することにより、それぞれの
生徒の身体面、精神面での健康に関する課題に対する理解、
及び必要とされるすべてのリハビリの実施を確実なものとしま
す。アルバータ・バレエ・スクールに在学するすべての生徒には、
個人向けの健康管理サービスを活用することが義務付けられ
ています。

「アルバータ・バレエ・スクール在学中、ジェイミーは夢のキャリアを実現するために必要なダンスのトレーニングに加え、もし大学に進学すると

決めた場合に上手く対応できるだけの学術的指導を受けることができました。卒業後、プロのダンサーとして1年間活動した結果、ジェイミー

は次のような結論を下しました。ダンスは好きだけど、プロのバレリーナとしてのキャリアにはもう興味はなく、大学に進学したい、と。ジェイミ

ーが数学と化学の２科目を専攻する大学生活の２年目に入る頃、私達両親は、在校時に彼女がバレエへの情熱を失うことなく、その後の人生に

必要とされる重要な教育を受けれたという事実に心から感謝しました。アルバータ・バレエ・スクールで受けたバレエと学術的教育のおかげで、

ジェイミーは独立心と意志を強く持った女性へと成長することができた、私達はそう信じています。」

--------- スーザン・スターク、卒業生ジェイミー・スタークの母
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コミュニケーション

アルバータ・バレエ・スクールでは国内外の
生徒の保護者とコミュニケーションを取るた
め、複数の連絡手段を取り入れています。

• 当校からの正式発表やスケジュールを保護者が常に把握
できるようデザインされた、当校ホームページ指定の両親
向けポータルサイト。

• 生徒や学校が参加する日々の活動やイベントについての特
定の情報などを含む週間報告のEメール。

• 生徒の経過報告書

• 非公開のフェースブック・グループ

• 学術及び芸術面に関する教員と保護者の面談。

• 計画的な授業参観週間（遠方に住む保護者には生中継ま
たはスケジュールされたライブストリーミングをご利用頂
けます。）

• 保護者への報告審議会 − 学校のコミュニティ全体を効率
的に運営するための保護者と教員団の協力関係。
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入学手続き

アルバータ・バレエ・スクールのプロ養成コ
ース入学に向けたオーディションを受ける
意志のある生徒は、毎年７月に開催される
夏期集中プログラムに参加します。

夏期集中プログラムに参加する生徒を対象に、教員団はそれぞ
れの生徒のクラスでの成果、教員の指導に対する反応、そして
プロ養成コースの環境への適応能力などを審査します。プロ養
成コースへ入学する際には、籍を確保するための1000ドルの
デポジット（一時預かり金）のお支払いが必要となります。オー
ディションに合格した際にはこのデポジットは初年度の学費に
自動的に適用されますが、不合格であった場合には返金されま
す。この他、アルバータ・バレエ・スクールへの入学を希望する生
徒には、最も最近のアカデミックレポート（成績表）の提出を義
務付けています。これは、生徒の入学時に、適切な学術プログ
ラムとサポートサービス（必要とする場合）を確実に提供するこ
とが目的です。夏期集中プログラム後、年間を通したプロ養成
コース入学の合否が生徒とその保護者に報告されます。合格し
た場合、生徒は正式な返答を提出して入学手続きを完了する必
要があります。この段階で、アルバータ・バレエ・スクールの登録
パッケージと公式な生徒手帳が生徒に送付されます。生徒はこ
の登録パッケージの必要箇所をすべて記入した上で返送する
必要があります。

奨学金と学資援助
アルバータ・バレエ・スクールでは、プロ養成コースの生徒の中
から優秀で才能ある生徒に奨学金を提供しています。また、生
徒の素質、品行、および経済的な必要性に応じて奨学金が授
与される場合もあります。奨学金への応募は毎年５月１日迄
の締め切りとなっており、第三者の金融サービス機関、Apple 

Financialによって審査されます。応募要項：  
applefinancialservices.ca/apply。

当校の奨学金制度についてさらに質問などがある方は次のアド
レスよりご連絡下さい。  
registration@albertaballet.com.

夏期集中プログラムに適用される学資援助はありません。

アルバータ州とカナダ政府は、学資援助を目的とした様々な助
成金を提供しています。

http://applefinancialservices.ca/apply
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その他の情報 
当校のプロ養成コースに関するその他の情報については次の
URLにアクセスして下さい：  
www.albertaballetschool.com

学校見学
生徒と保護者の皆様が見学に訪れる際には、施設とレジデンス
の案内や教員団の紹介に加え、当校に関する様々な質問にも喜
んで答えさせて頂きます。

個人見学をご希望の場合は、次のメールアドレスから入学事務
局主任にご連絡下さい。

http://www.albertaballetschool.com


Ashley McNeil, Director, Alberta Ballet School
芸術部校長　アシュリー・マクニール 

Fred Reynolds, Academic Principal 
学術部校長　フレッド・レイノルズ

スクール概要
アルバータ・バレエ・スクール 

West Annex, 2nd Floor, 906, 12 Avenue SW

アルベルタ州カルガリー、カナダ T2R 1K7

電話：403 245 2274 　内線722 
www.albertaballetschool.com 

http://www.albertaballetschool.com

