


























14

October 16 , 2013

To Whom It May Concern:

Canada’s Royal Winnipeg Ballet School has had the pleasure of working with Masami Kobayashi and 

the Admissions Company for the past several years. 

The Admissions Company has supported countless dancers in their search for a professional ballet 

school that will provide them with the training they need to pursue careers as professional dancers 

and dance teachers. 

Every school has different acceptance criteria and it can be a challenging task to find the ‘right’ 

school. Mr Kobayashi has visited many international training schools to learn as much as he can 

about them in order to guide each and every student to the school that will help them to realize their 

potential. In this way, t he Admissions Company has helped many families prepare for the future. 

I have seen Mr Kobayashi take personal t ime and care with each student, not only through the 

audition process but also while they make the transition to their new school. He takes great pride in 

their success and achievements and follows their careers as they become professionals. 

Sincerely,

Arlene Minkhorst

Director

Canada’s Royal Winnipeg Ballet School

サマースクールQ&A

1 バレエサマースクールとは
どのようなものですか。

3 一人で参加しても
大丈夫ですか？

5

6 サマースクール参加に際して
特別な準備は必要ですか？

親元を離れて生活をするのは
初めてなので、ホームステイは
不安です。

私はアドミッション留学センターを推薦します
カナダロイヤルウィニペグバレエスクール／ディレクター　アーレーン・ミンクホースト

（和訳）
　カナダロイヤルウィニペグバレエスクールは、過去数年にわたるアドミッション留学センターおよびその
代表である小林正己氏の協力に感謝しています。
　アドミッション留学センターはこれまでに数多くのダンサーに対して、職業ダンサーやダンス教師といった
職業に従事するのに必要なトレーニングが受けられる専門的なバレエスクールを探す支援を行ってきました。
各スクールにはそれぞれ異なる受入基準があり、「適切な」学校を見つけることは骨の折れる仕事です。小林氏

は、個々の学生、そしてすべての学生に、それぞれの可能性を発揮する助けとなるスクールを案内できるよう、世界レベルのトレー
ニングスクールについて、できる限り多くのことを学ぶために、数多くのスクールを訪問してこられました。このようにしてアド
ミッション留学センターは、多くの家族が将来のために備える助けを行ってきました。
私は、小林氏が入学のためのオーディションに限らず、新しいスクールへ転校する際にも、各

学生のために時間をとり、気にかけているのを知っています。彼は、学生たちの成功と偉業に
とても誇りを持っており、それぞれの学生がプロの世界で活躍する姿を見守っています。

アーレーン・ミンクホースト女史：長年カナダロイヤルウィニペグバレエスクールにおいて数々のバレエダン
サーを育ててきました。近年は世界最大のバレエコンクールであるユースアメリカグランプリやローザンヌ国
際コンクールの審査員として世界のバレエ教育に貢献されています。

サマースクールに参加すると、そのスクールの生徒が年間プログラムで普段受講して
いるレッスンを体験することができます。スクールによっては、有名講師やプロのダン
サーを招いて特別なレッスンを提供しています。クラシックバレエ以外に、モダン、コン
テンポラリー、キャラクターダンス、ジャズ、コンディショニング、ミュージカルシアターな
ど多彩なプログラムもあります。サマースクールは年間プログラムの凝縮版です。バレ
エ留学を希望される方は事前にサマースクールに参加されることをお勧めします。

ほとんどの参加者は、一人で参加されています。一人で参加されても、出発前のオリ
エンテーションで事前にほかの参加者と交流できたりします。現地に到着すると地元の
人達や他の国からの参加者とすぐに友達になることができます。

4 英語は苦手ですが、
大丈夫ですか？

英語研修は、英語の初心者から参加できるようにいろいろと工夫がされています。
先生は英語を教える専門家です。安心して参加して下さい。

2
コンテンポラリー、モダン、
キャラクターダンスなどの経験は
ありませんが大丈夫ですか？

心配はありません。これまでクラシックバレエの基礎を積んでこられた方であれば
すぐにレッスンに慣れることができます。この機会にいろいろなダンスを経験して下さい。

心配はありません。言葉、習慣、文化が異なっていても、最初は簡単な単語を使って
自己紹介をして下さい。生活になれてくると、身振り手振りで言いたいことを伝えること
ができるようになります。

アドミッション留学センターがご紹介するサマースクール参
加者には事前に「サマースクールハンドブック」をお送り致し
ます。このハンドブックを参考にご準備いただければ十分です。

アドミッション留学センター代表
小林正己氏（中央）
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中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム中学生、高校生の英語研修プログラム

参加者には
特製パスポートホル
ダーをプレゼント！！

※色の指定はできません



2018年 カナダ＆アメリカ、バレエサマースクールと中学生、高校生の英語研修プログラム申込書
旅行企画・実施：株式会社オーバーシーズトラベル行　（ FAX：06-6455-1388 ）

切
り
取
り
線

　 フリガナ

１）名前（漢字）

 パスポートに記載の
　　ローマ字名

２）性別

３）生年月日
　　（西暦）

６）携帯電話
　　（本人）

　
　 フリガナ

９）住所（漢字）

　 フリガナ

11）保護者連絡先

（姓）   　　　 　（名）

（Family Name）   　　　 　　　（First Name）

□ 女　　□ 男

年 月 日生
19

20

４）国籍

５）バレエ歴
年 　ヶ月

７）E-mail
（携帯メール）

８）参加希望
　   コース

ご希望コースに
チェック　を
つけてください

□ロイヤルウィニペグバレエスクール
　□サマースクール　□バレエ指導者特別セミナー
□ビクトリアアカデミーオブバレエ　
　□3週間コース　□2週間コース
□フレーザーバレーアカデミーオブダンス
　□1コース　□2コース　□3コース　□4コース　□5コース
　□6コース　□7コース　□8コース　□9コース　□10コース
□カナダ国立バレエ団主催サマーダンスインテンシブ
□キャレット ダンス コンサーバトリー
□イブリンハート特別サマースクール
□アナハイムバレエサマースクール
カナダ英語研修プログラム
□中高生の英語研修
　□ビクトリア校　（　　　）コース
　□カルガリー校　（　　　）コース
アメリカ英語研修プログラム
□カリフォルニアプレミアサマースクール

10）日本国内線
　   手配
別途費用にて
手配致します

□ 要　　　　□ 不要

（　　　　　　　　　空港）
※ご希望にそえない場合はご了承ください

（氏名）   　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄）

自宅電話　 ：

保護者携帯 ：

* パスポートは出発の 45 日前までに取得してください。12）パスポートはお持ちですか（パスポートの申請は都道府県の旅券課で各自申請願います）

□はい (バスポート番号：　　　　　　　　　　　　　有効期限：　　　　年　　　月　　　日 )　□いいえ (取得予定日：2018年　　　月　　　日 )
13）ETA の申請 ( カナダのサマースクール参加者 )、ESTA の申請 ( アメリカのサマースクール参加者 ) 代理申請は必要ですか。

　 □はい (代理申請料が必要です )　　　□いいえ (□申請済　有効期限　　年　月　日 )　　　□自分で申請
14）アレルギー、既往症、健康上の問題、食べられない物がありましたらお書き下さい。

　 □なし　　　□有 (詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
15）健康医療に関する質問事項 身長：　　　　　　　　cm　　　　　　体重：　　　　　　　　kg
●乗り物酔い：□ある　□ない  ●便通：□規則正しい（１日　　回）　□不規則  ●初潮について：□ある　□ない
☆次の症状についてあてはまることがあれば○をつけて下さい。

A）よく頭が痛くなる　　B）よくお腹が痛くなる　　C）よく熱を出す　　D）風邪をひきやすい　　E）のどが弱い　　F）喘息
☆今までにかかったことのある病気に○をつけて下さい。

A）水ぼうそう　　B）はしか　　C）扁桃炎　　D）肝炎　　　E）気管支炎　　　F）おたふく風邪　　G）風疹　　　H）破傷風

16）バレエ経験をお書き下さい。（バレエサマースクール参加者のみ )

17）事前オーディションに関して（バレエサマースクール参加者で該当する方のみ）
次のサマースクール参加には事前にビデオオーディションが必要です（ビデオオーディション料：10,800円）。参加ご希望のスクールにチェック 　をつけてください。

□キャレット ダンス コンサーバトリー　　□イブリンハート特別サマースクール　　□アナハイムバレエ
18）バレエ正規留学に関して（バレエサマースクール参加者で該当する方のみ）
次のサマースクール参加者は、サマースクール期間中にバレエ正規留学の為のオーディションを受けることができます（手続料：10,800円）。オーディションをご希望の場合はチェック 　をつけてください。

□ビクトリアアカデミーオブバレエ　□フレーザーバレーアカデミーオブダンス
※尚、合格者がバレエ正規留学をされる場合は、アドミッション留学センターと契約をして留学手続きをしていただきます。

19）確認事項：参加者および保護者の方へ
１）このプログラムの参加お申し込みには次のものが必要です。　◎当申込書　◎顔写真1枚 (証明写真 : 5cmx5cm)　◎パスポートの顔写真ページのコピー１枚

◎申込金（10万円）（申込書受領後、請求書をお送りしますので指定口座にお振込みください）
２）お申込後、各受入機関の専用申込書、ホームステイ申込書をお送りしますので、必要事項記入の上、写真（現地クラス分に利用）を添えて郵送にて提出願います。　
３）プログラム旅行代金には、海外旅行疾病傷害保険料（疾病傷害1000万円附補プラン）は含まれています。
４）プログラム代金には、燃油付加運賃、料金、空港施設使用料、税金 (約38,000円　※コースにより異なる)、eTAまたはESTAの代理申請料、日本国内線は含まれていませんので別途ご請求申しあげます。
５）プログラム参加中はプログラム運営に協力し、主催者、現地受入機関の指示に従ってください。
６）人種、宗教、言語で差別する行動、言動をとることは法律により禁じられています。これらの理由でホストファミリーを変更することはできません。
７）事前オーディションが必要なバレエサマースクールにご参加の場合、サマースクール開始45日前までにオーディションビデオ（DVD）を提出願います。
８）利用航空会社により、他の国(アメリカ、カナダ）を経由する場合があります。eTA(カナダ入国に必要C$7)およびESTA(アメリカ入国に必要US$14)申請には別途費用(申請料と手数料5,400円）にてご案内致します。

（署名した日付）　　　　　　　年　　　　月　　　　日　  （署名した日付）　　　　　　　年　　　　月　　　　日

 申込者署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印   保護者署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
       （法定代理人）

20）確認事項
　　　私は、「2018年カナダ＆アメリカ、バレエサマースクールと中高生の英語研修」のパンフレット記載の旅行参加条件および上記確認事項を理解の上、申込金を添えて申し込みます。
　　　この申込書に記載された事はすべて真実です。
　　　プログラム参加中に病気や怪我が発生した場合は、適切な医療機関で診察、治療を受けることを認めます。必要な場合は、その施設外の医師による治療も認めます。
　　　私の健康状態や治療に関する情報については、プログラム主催者、プログラム企画者、旅行主催者を通じて、保護者および予め指定された者に公開することを認めます。
　　　このプログラム中に撮影する写真、ビデオ、その他の情報はすべてプログラム主催者ならびにアドミッション留学センターに帰属することを了承します。

Q．このサマースクールはどのようにしてお知りになりましたか？
□ホームページ　　　□留学説明会　　　□大使館／領事館にて　　　□バレエワークショップ

□雑誌をみて（□クララ　□クロワゼ　□新聞）　　　□当社からの案内

□バレエ教師の紹介（　　　　　　　　　先生）　　□知人、友人の紹介（　　　　　　　　　　　）

□バレエショップにて（　　　　　　　　　　　　　）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

〒530-0001  大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル4F

   アドミッション留学センター行
【FAX 番号】０６－６４５５－１３８８

申込書送付先受託販売

申込受付日：2018 年　　月　　日　受付：

アンケートへのご協力をお願いいたします。

ご記入に際してご不明な点がございましたらお電話でご連絡願います。（東京）03-3253-6040　または　（大阪）06-6455-1377

現在のバレエスクール名 担当教師 最新のコンクール受賞歴または得意な演目など




