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プログラム手配旅行企画・実施
アドミッション留学センター
https://www.admission.co.jp

株式会社オーバーシーズトラベル
（観光庁長官登録旅行業366号）

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
ロイヤルウィニペグバレエスクール
アナハイムバレエスクール
A&A バレエ

早期割引10,000円（2022年5月31日まで）

旅行代金
458,000円～

お申込み・お問合せは
こちらからどうぞ。

カナカナダダ&&アアアメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカメリカアメリカアアメリカアアメリカアカナダ&アメリカ 2022

写真提供：Victoria Academy of Ballet 

スマホからも
お申込みできます。
右のQRコードを
スキャンして下さい。▶
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バレエビクトリア付属

ビクトリア アカデミー オブ バレエ

サマースクール詳細

ブリティッシュコロンビア州ビクトリア市

バレエスクールの紹介

ビクトリア市は、カナダの最西端に位置するブリティッ
シュコロンビア州のバンクーバー島にあり、同州の州都
です。年間を通して過ごしやすいこともあり、「世界で最も
過ごしやすい都市」の一つと言われています。

1990年に元カナダチェケッティ協会の副会長である
クリスティン・リチャードソン女史が、最高品質のダンス
トレーニングとパフォーマンスを提供することを目的に設
立。生徒への配慮が行き届くよう少人数制をとっており、
個々に適したプログラムが行われます。2021年5月に新
しい大きなスタジオが完成しました。ホームステイ先は慎
重に選定され、さらに滞在期間中もスタッフとホストファ
ミリーが生徒のサポートを行います。

スケジュール

このサマースクールでは、プロのダンサーを目指す方
を対象に、バレエ、ジャズ、モダン、コンディショニング、
ポアント、レパートリー、クラシックバリエーション等の
レッスンを行います。ビクトリアアカデミーオブバレエ
では、カナダ人だけでなく、オーストラリアやメキシコ、
日本からもプロのダンサーを目指す留学生を受け入れ
ています。近年、日本からの留学生がユースアメリカ
グランプリのシアトル予選、チェケッティコンクール、
ダンスフェスティバル等で優勝または上位入賞してい
ます。優秀な学生には奨学金（スカラシップ）も提供
され、過去3年間に5名の日本人に給付されています。

１）場所：カナダ ブリティッシュコロンビア州ビクトリア市
２）日程：A)2022年7月10日（日）出発、7月25日（月）帰国
　　　　　B)2022年7月17日（日）出発、7月25日（月）帰国
３）対象：A),B)ともに10歳から20歳、
　　　 バレエレベル:入門～中級
４）定員：各12名(最少催行人数：5名）
５）滞在方法：ホームステイ(1日３食付)
６）引率：添乗員は同行しませんが往路のみ日本から引率者が
同行します。現地滞在中はスクールスタッフがお世話します。

７）旅行代金：A)588,000円、B)488,000円
（成田または羽田空港発着）　*別途燃油、税、空港施設使
用料が必要、裏面旅行約款を参照ください。

８）利用航空会社：エアカナダ、全日空、日本航空、デルタ
航空(アメリカ経由)、ウェストジェットなど

９）事前オーディション：このサマースクール参加に事前オー
ディションは不要です。

◎9月から正規留学をご希望の方は別途費用(16,500円)で
サマースクール期間中にオーディションを受けることができます。
　ご希望の方は申込書にオーディション希望の旨をご記入下さい。

※現地受入機関の都合によりスケジュールの変更が生じる場合があります。

日 程 A コース行程 Bコース行程

7/10（日）

7/11（月）

～7/15（金）

7/16（土）

7/17（日）

7/18（月）

～7/22（金）

7/23（土）

7/24（日）

7/25（月）

成田または羽田空港集合　出発

ビクトリア空港着、ホームステイ先へ

ウェルカムレセプション

ダンスレッスン

終日フリータイム、遠足(任意参加)

ダンスレッスン

フェアウェルパーティ

ホストファミリーに別れを告げ、ビクトリア空港発

成田空港または羽田空港着、解散

成田または羽田空港集合　出発

ビクトリア空港着、ホームステイ先へ

ウェルカムレセプション

ダンスレッスン

フェアウェルパーティ

ホストファミリーに別れを告げ、ビクトリア空港発

成田空港または羽田空港着、解散

写真提供：ビクトリアアカデミーオブバレエ
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2013年のサマース
クールに参加したあと、
現地の高校に通いながら
プロフェッショナルプロ
グラムに入学しました。
高校卒業後2年間のブ
リッジ(研修生)プログ

ラムに進み、バレエ・コンテンポラリー以外に、
ピラティス・解剖学・ヒストリーなどの授業を受
け、チェケッティではバレエの基礎を厳しく丁寧
に教えて頂きました。先生方はとてもフレンド
リーで親身に教えてくれました。YAGPシアト

ル予選に２年連続、クラシック&コンテンポラ
リー部門共にトップ12、アンサンブル部門では
１位入賞しました。ニューヨークファイナルにも
参加出来たことは特別な経験でした。たくさんの
舞台やプロのバレエ団の公演に参加させていただ
き卒業時にディプロマも得ることができました。
2017年9月アメリカのロキシーバレエ団に入
団しました。就労ビザ(O-1)申請時にも先生方に
お世話になりました。ブライデン先生との出会い
がなければ今の私はなかったと思っています。こ
れからも学んだ事を大切に頑張ります。
（2021年、ユタメトロポリタンバレエに移籍）

ビクトリアアカデミーオブバレエ　サマースクールのポイント

Victoria Academy of Ballet

ビクトリアアカデミー
オブバレエとは1

ビクトリアアカデミーオブバレエは職

業訓練学校として州政府に登録されたプ

ロのダンサーを育てるスクールです。

ユースアメリカグランプリ、シアトル予

選では2016年から2019年まで４年

連続でアンサンブル部門で1位を獲得。

また2016年度ブリティッシュコロンビ

ア州のコンクールではジュニア、シニア、

一般、全ての部門で1位を受賞しました。

チェケッティとRADメソッド2

ビクトリアアカデミーオブバレ

エでは、チェケッティメソッドと

RADメソッドで指導が行われてい

ます。メソッドに基づく系統的に

確立された教育法で着実にバレエ

のレベルアップを図ることができ

るでしょう。

カナダ人ダンサーとの交流、
さらにホームステイで英語力もアップ3

サマースクールには、カナダ人だけ

でなく、他の国からの留学生も参加し

ています。多くの学生と交流を持ち、

バレエだけでなく、英語を使って視野

を広めてください。また、ホームステ

イのメリットを生かし、ホストファミ

リーと積極的に会話をし、さらに英語

力をアップさせましょう！

ホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホーム
ステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイ
ホーム
ステイ

サマースクールからバレエ団入団へ 岡本 梓様　
～2017年アメリカロキシーバレエ団入団～

私 は2020年 に
カ ナ ダ バ レ エ ス
ク ー ル オ ー デ ィ
ションツアーに参
加してビクトリア
アカデミーオブバ
レエへの留学を決

めました。ビクトリアに来てすでに約1年
半が経ちました。コロナ禍での留学と言う
こともあり留学当初は正直少し不安でした。
しかし先生方はコロナへの細心の注意をは
らい毎日とても充実したクラスを提供して

くれます。最近はマスク着用義務もなくな
り、パートナリングの許可も下り、少しずつ
制限の緩和された生活を送れています。今
年は初めてのパドドゥもさせてもらい、現地
の高校も卒業します。今では友達やホスト
ファミリーと楽しく英語で話をしたり、先生
からの注意をしっかり理解出来るくらい上
達しました。沢山の経験と学び、出会い、い
つもサポートして下さる先生方、両親に日々
感謝してこれからもプロのバレエダンサー
になる夢に向かって努力し続けます。

ビクトリアに留学中！ 野村花穏 様　
～ビクトリアアカデミーオブバレエへ留学中～

スクール紹介

留学生インタビュー

鶴
田
夏
海
様

水
澤
萌
花
様

2020年～ 2021年度卒業生の進路

スペインのバレエ団

バ
レ
エ
バ
ル
セ
ロ
ナ

舘
田
杏
奈
様

宮
本
綾
菜
様

アメリカのバレエ団
オ
ク
ラ
ホ
マ
シ
テ
ィ
バ
レ
エ
団

根
本
涼
香
様

樋
原
楓
様

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ダ
ン
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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レベルの高いバレエ教育

フレーザーバレーアカデミー オブ ダンス

サマースクール詳細

ブリティッシュコロンビア州ミッション市

バレエスクールの紹介

ブリティッシュコロンビア州はカナダの最西端に位置し
ます。ミッション市はアメリカの国境に近く、またバンクー
バーからも車で約１時間の距離にあります。治安もよく静
かでのどかな町です。バレエ留学には最適です。

フレーザーバレーアカデミーオブダンスは、2008年
にジョン・カーニーディレクターとその妻キャロライン・
カーニー女史によりバンクーバー郊外のミッション市に
設立されました。小さなスクールですが幼児から高校生
まで約300人が在籍しています。プロフェッショナル
ダンサ－コースの生徒は、午前中は地域の提携中学、高
校に通い、午後から夕方まで集中レッスンを受講します。
このスクールの出身者は、有名バレエスクールのオー
ディションに合格しています。2018年度10名以上の
生徒がカナダナショナルバレエスクール、ロイヤルウィ
ニペグバレエスクール、アルバータバレエスクールなど
に合格しました。

スケジュール

フレーザーバレーアカデミーオブダンスは、カナダの玄関口、バン
クーバー空港から南へ約１時間の距離にあります。主に地元のカナ
ダ人を対象としてハイレベルのバレエ教育を提供していますが現在
日本から２名の中高生も留学中です。
フレーザーバレーアカデミーオブダンスは毎年8月に４週間のサマー
スクールを実施しています。イギリスロイヤルバレエスクールやロシ
アワガノワバレエアカデミー出身の教師からハイレベルのレッスンを
受講できます。クラシックバレエだけでなく、モダン、シアタアーダ
ンス、ジャズ、コンテンポラリ－バレエ、キャラクター、フ
ロアバー、振付などのクラスがあります。サマースクー
ル期間中にはスタジオ内で発表会も予定されています。

１）場所：カナダ ブリティッシュコロンビア州ミッション市
２）日程：
1週間コース A)2022年8月7日(日)出発、8月14日(日)帰国
　　　　 B)2022年8月14日(日)出発、8月21日(日)帰国
　　　　 C)2022年8月21日(日)出発、8月28日(日)帰国
2週間コース D)2022年8月7日(日)出発、8月21日(日)帰国
　　　　 E)2022年8月14日(日)出発、8月28日(日)帰国
3週間コース F)2022年8月7日(日)出発、8月28日(日)帰国

３）対象：10歳～20歳（バレエ歴3年以上、初級～上級）
４）定員：各10名（最少催行人数1名）
５）滞在方法：ホームステイ(1日３食付)
６）引率：添乗員は同行しません。現地滞在中はスクールスタッ
フがお世話します。

７）旅行代金：A)488,000円 B)468,000円　C)458,000円
　　　　　 D)588,000円　E)578,000円 F)688,000円
　（成田または羽田空港発着）*別途燃油、税、空港施設使用料が必要、
裏面旅行約款を参照ください。

８）利用航空会社：エアカナダ、全日空、日本航空、デルタ航空(アメ
リカ経由)、ウェストジェットなど

９）事前オーディション：このサマースクール参加に事前オーディショ
ンは不要です。

◎9月から正規留学をご希望の方は別途費用(16,500円)でサ
マースクール期間中にオーディションを受けることができます。
　ご希望の方は申込書にオーディション希望の旨をご記入下さい。

注）毎週金曜日には発表会が予定されています。
※現地受入機関の都合によりスケジュールの変更が生じる場合があります。

1日目（日）

2日目（月）

6日目（金）
7日目（土）
8日目（日）
9日目（月）

13日目（金）
14日目（土）
15日目（日）
16日目（月）

20日目（金）
21日目（土）
22日目（日）

成田空港または羽田空港集合　出発
バンクーバー空港到着　ホームステイ先へ
終日ダンスレッスン
　クラシック、モダン、
ジャズ、コンテンポラリー、
　キャラクター等
ホストファミリーとお過ごし下さい
ホストファミリーとお過ごし下さい
終日ダンスレッスン
　クラシック、モダン、
ジャズ、コンテンポラリー、
　キャラクター等
ホストファミリーとお過ごし下さい
ホストファミリーとお過ごし下さい
終日ダンスレッスン
　クラシック、モダン、
ジャズ、コンテンポラリー、
　キャラクター等
バンクーバー空港出発
成田空港到着　解散

成田空港または羽田空港集合　出発
バンクーバー空港到着　ホームステイ先へ
終日ダンスレッスン
　クラシック、モダン、
ジャズ、コンテンポラリー、
　キャラクター等
ホストファミリーとお過ごし下さい
ホストファミリーとお過ごし下さい
終日ダンスレッスン
　クラシック、モダン、
ジャズ、コンテンポラリー、
　キャラクター等
バンクーバー空港出発
成田空港到着　解散

成田空港または羽田空港集合　出発
バンクーバー空港到着　ホームステイ先へ
終日ダンスレッスン
　クラシック、モダン、
ジャズ、コンテンポラリー、
　キャラクター等
バンクーバー空港出発
成田空港到着　解散

写真提供：フレーザーバレーアカデミーオブダンス

3週間コース 2週間コース 1週間コース

〜

〜

〜

ニューファンドランド州

ケベック州

ノバ・スコシア州
ニュー・ブランズ

ウィック州

オンタリオ州

サスカチュワン州
ミッション

ブリティッシュ
・コロンビア州 マニトバ州

ヌナブト準州
ノース
ウェスト準州

ユーコン
準州 プリンス・エドワード

・アイランド州

アルバータ州アルバータ州
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フレーザーバレーアカデミー オブ ダンス
Fraser Valley Academy of Dance ホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホーム

ステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイ
ホーム
ステイ

ディレクターMr. John Carney氏の紹介
1965年イギリス、

ドロシースティーブ
ンスクールオブダン
スでバレエを始める。
15才でロイヤルバレ
エスクールに入学し、
17才からイングリッ

シュナショナルバレエ、ランベールダンスカ
ンパニーでプリンシパルダンサーとして活
躍しました。イギリスのみならず世界中の
有名振付師の作品に多数出演しました。
現役引退後はRADニューヨークスカラー
にてRADアドバンス2の資格を取得し、マンクダンスカンパニー、カーニーダンスアカデミー、ニューヘブンバレエ
などでディレクターを務めました。その後はロイヤルバレエスクール、ランベールアカデミーでバレエ、コンテンポ
ラリーの教師、振付師として生徒を指導してきました。

■ディレクターMr. John Carney氏の略歴とロイヤルバレエスクールからの推薦状

私は好きなバレエも含め

て留学したいと思ってい

ました。２０１９年夏に

フレーザーバレーアカデ

ミーオブダンスの３週間

のサマープログラムに参

加をしました。短い期間でしたが、英語の楽

しさや、バレエの基礎からしっかりと学ぶこ

とができました。

もっとカナダでバレエを習いたい、英語力を

伸ばしたいと思い２０２０年の夏にフレー

ザーバレーアカデミーオブダンスのオンライ

ンオーディションに参加し長期留学の権利を

頂きました。コロナ禍の中、ずっと憧れてい

た留学に行けることに幸せをかみしめ日本を

出発しました。カナダに到着すると2週間の

隔離生活が待っていました。隔離生活を終え

学校に行っても最初は人と話すということが

なかなかできませんでした。しかし大好きな

バレエが心の支えになって、慣れない英語で

の生活に苦戦しつつ、勉学もバレエも真面目

に取り組み２０２１年12月の『くるみ割り

人形』の公演ではアラビア役のソロを躍らせ

て頂くことができました。今までソロで踊っ

たことがない私はアラビア役をもらえた時は

うれしさと不安でいっぱいでした。本番では

自分の納得のいく踊りはできなくてとても悔

しい思いをしましたが、それが今の実力なの

だと受けとめ、今回の反省を活かして次回は

納得のいく踊りができるように、練習に励み

たいと思います。

フレーザーバレーアカデミーオブダンス体験談 嶋崎たす季様
～2019年サマープログラムに参加、2021年4月から留学中～

僕は2019年からフレー

ザーバレーアカデミーオ

ブダンスに留学していま

す。最初は小学5年生の

８月にロイヤルウィニペ

グバレエスクールのサ

マースクールに参加しました。帰国後、その

年の11月のカナダオーディションツアー

(10日間)に参加しました。オーディション

ツアーでは５校の素晴らしいバレエスクール

のオーディションを受け、そのうち4校に合

格しました。最初はビクトリアアカデミーオ

ブバレエを選び、英語はわからないけれど6

年生の4月から下準備として色々なことを学

ばせていただきました。現地の小学校には日

本人が自分1人で不安でいっぱいでしたが、

たまたま学校に日本人のハーフの先生がいて

その方から助けてもらい、カナダの友達もいっ

ぱい出来て友達からも助けてもらいました。

4月からの短期留学の後、9月から本格的に

留学しようと思いフレーザーバレーアカデ

ミーオブダンスに転校しました。ホストファ

ミリーは優しく勉強とバレエに取り組むこと

ができるとても良い環境です。少しずつ英語

がわかるようになり、不安もなくなり、真剣

にバレエに取り組むことができました。

2022年４月にサレーダンスフェスティバル

に参加し1位入賞することができました。

FVADのジョンカーニー先生ご夫妻が僕の目

標の為に一生懸命指導して下さること、コロ

ナ禍でもこの素晴らしい環境で留学の機会を

与えてくれた両親に心から感謝しています。

フレーザーバレーアカデミーオブダンス体験談 石井清志郎様
～2019年からフレーザーバレーアカデミーオブダンスに留学～
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カナダロイヤルウィニペグバレエ団付属

カナダ ロイヤル ウィニペグ バレエ スクール
このサマースクールでは、バレエ、ポアント、コン
ディショニング、レパートリー、バリエーション、モダ
ン、クリエイティブムーブメント、即興、キャラク
ター、ジャズのほか、音楽、アート、ダンスヒストリー
等のレッスンが、経験豊かなロイヤルウィニペグ
バレエスクールの教師に加え、有名なゲスト講師
によって行われます。参加者は、バレエスクール
から渡り廊下で連結された、24時間管理体制の
整った学生寮に滞在します。放課後は、スクールが
主催する各種遠足(オプション)があります。

サマースクール詳細

マニトバ州ウィニペグ市 バレエスクールの紹介

１）場所：カナダ マニトバ州ウィニペグ
２）日程：2022年8月7日(日)出発、8月22日(月)帰国
３）対象：10才～18才(参加時の年齢)、バレエレベル初級
～上級(バレエ歴3年以上)

４）定員：20名(最少催行人数6名)
５）滞在方法:学生寮(1日３食付)
６）引率：添乗員は同行しませんが、往路のみ日本から引率
者が同行します。現地滞在中はスクールスタッフがお世
話します。

７）旅行代金：728,000円（成田または羽田空港発着）
　*別途燃油、税、空港施設使用料が必要、裏面旅行約款を
参照ください。

８）利用航空会社：エアカナダ、全日空、日本航空、デルタ
航空(アメリカ経由)、ウェストジェットなど

９）事前オーディション：このサマースクール参加に事前オー
ディションは不要です。

ウィニペグ市はマニトバ州最大の都市であり、州都です。
人口は約70万人。東部カナダと西部カナダを結ぶ場所に
位置し、地理的な重要性から交易の場として栄えてきま
した。マニトバ州の半分の人口がウィニペグ市に在住して
います。

1970年にカナダロイヤルウィニペグバレエ団の付属
スクールとして設立され、以降、プロのダンサーや教師を
目指す才能あるダンサーに素晴らしい指導を行うダンス
トレーニングの中心的存在として世界中で知られてい
ます。バレエスクールと学生寮は渡り廊下で連結され、
食事は寮のカフェテリアで提供されます。

スケジュール

※現地受入機関の都合によりスケジュールの変更が生じる場合があります。

日 程 行 程 宿 泊

8/7（日）

8/8（月）～8/13（土）

8/14（日）

8/15（月）～20（土）

8/21（日）

8/22（月）

成田空港または羽田空港集合　出発

ウィニペグ空港到着　入寮

ウェルカムレセプション
ダンスレッスン
夕方：遠足（任意参加）

終日フリータイム、遠足(任意参加)

ダンスレッスン
フェアウェルパーティ
夕方：遠足（任意参加）

退寮　ウィニペグ空港出発

成田空港または羽田空港到着　解散

機　内

学生寮

機　内

　―

※2022年 8月、新しいスタジオ、学生寮が完成します。

写真提供：カナダロイヤルウィニペグバレエスクールロイヤルウィニペグ
バレエスクールの紹介
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カナダロイヤルウィニペグバレエ　サマースクールのポイント
北米でもっとも伝統のあるバレエ団付属
スクールで本格的なバレエレッスンを受講！1

カナダロイヤルウィニペグバレエ団

は、カナダのプレミアバレエ団として

だけでなく、北米で最も歴史のあるバ

レエ団としてその名声を維持していま

す。その付属スクールであるカナダロ

イヤルウィニペグバレエスクールのサ

マースクールでは、内容・環境ともに

整った非常にすぐれた2週間の集中プ

ログラムであるとスクール側が自負す

る通り、ハイレベルのレッスンを受講

することができます。

バレエ団のレッスンを
間近でみることができる！2

カナダロイヤルウィニペグバレエ団

が同じ施設を使用しているため、バレ

エ団のレッスンを間近で見ることや、

バレエ団の方たちにお会いすることが

できます。将来プロのバレエダンサー

を目指す方や、バレエ団に興味がある

方は、きっと技術向上に役立つヒント

を得ることができるで

しょう。

海外の学生と一緒に
学生寮で快適な生活を満喫！3

参加者はバレエスクールとスカイ

ウォークで連結された学生寮に滞在し

ます。学生寮ではカナダ人やほかの国

からの学生とともに生活します。各階

には、ソファやテレビ、コンピューター

などの設備が整った共有のラウンジも

ありますので、各国の学生とも積極的

に交流をもち、学生寮で

の快適な生活を満喫し

てください！

学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮
滞在滞在滞在滞在滞在滞在滞在滞在滞在
学生寮
滞在

Canada’s Royal  Winnipeg Ballet School

私がロイヤルウィニペグ

バレエスクールに留学し

たきっかけは、中学1年

生の夏休みにアドミッ

ション留学センターが企

画する2週間のサマース

クールに参加したことでした。

その時このスクールをとても気に入り、『ここ

に留学したい!』と強く思いました。サマース

クール終了日に、校長先生から翌年のオー

ディション対象のサマースクールに招かれま

した。そのオーディションの結果、夢のロイ

ヤルウィニペグバレエスクールに合格するこ

とができました。オーディション対象のサ

マースクールでは、ウィニペグ市のバレエ

ファンが集う『バレエ インザパーク』という

野外公演に参加させていただきました。現地

スクール生と一緒に、『海賊の花園』を踊るこ

とができてとても光栄でした。

2019年9月に13歳で留学した時はとても

不安でした。しかし、先生方、寮母さん、お友

達が温かく迎え入れてくれて、たくさん助け

てくれました。留学２年目の今、コロナ禍で

はありますが1年目を無事乗り越えた分、心

配事はありません。

ロイヤルウィニペグバレエスクールではたく

さんのイベントがあります。ファーストス

テップという創作ダンスのコンテストや、ス

ポットライトという学校公演があります。昨

年のファーストステップではみんなと一丸と

なって協力し合い、お互いを高め合うことが

できました。その結果、みんなと作り上げた

作品は最高の思い出となりました。

普段のスケジュールでは、バレエ、ポアント、

ヴァリエーション、レパートリー、モダン、コ

ンテンポラリー、キャラクターダンスなどが

あります。日本では経験したことがないキャ

ラクターダンスのレッスンは、ロシア人の先

生から直接学べて、とても貴重な経験をさせ

ていただいています。

バレエスクールではEndowment Award 

2019-2020、2020-2021と2年連続で

スカラシップを受賞することができました。

これからも、留学の機会を与えてくれた両親

に感謝を忘れずにロイヤルウィニペグバレエ

スクールで頑張りたいと思います。

ロイヤルウィニペグバレエスクール体験談 萩原華蓮様
～中学1年生の夏休みに2週間のサマースクールに参加～
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アナハイムバレエ団付属スクール
アナハイムサマースクールアナハイムサマースクール

アナハイムバレエスクールはプロのダンサーを
目指す若者を育てることを目的にサマースクール
を実施しています。このサマースクールは中級レ
ベル以上の方を対象としています。このサマース
クールは、事前オーディション合格者、またはコン
クールで入学許可を得た方のみ参加可能です。

ホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホームホーム
ステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイステイ
ホーム
ステイ

写真提供：アナハイムバレエスクール

私は2021年の夏、アメリカのアナハイムバレ
エサマーインテンシブへ留学しました。この留
学を経て私は一人のダンサーとしてあるべき姿
とは何かを垣間見ることができました。という
のも他のダンサーを対等なものとして尊重する
というアメリカの風潮をこの身で体感したから

です。例えばクラスレッスン中もしくは休憩中に誰かがピルエッ
トを五回転したら、拍手にスナップ、声援が飛び交うのです。それ
は留学生も例外ではなく私がポーズを決めると皆が反応してくれ
ました。そこには人種や年齢、立場等という概念がなく、ただその
人に対する賞賛があるのみなでした。私はこの見慣れぬ文化に底
知れない衝撃を覚えました。と同時に私も一人のダンサーである
のだという意識が芽生えてきました。更には自分の踊りに対する
見方に変化が生まれ、バレエに対する探究心が駆り立てられるの
を感じました。
今回の留学で互いを認め合い尊敬しあう事は、己を高める事に繋
がるのだということを学びました。この発見は日常においても重
要な役割を果たすのではないかと私は思います。今後も続くバレ
エ人生において、この姿勢を忘れずに、切磋琢磨していきたいです。

サマースクール体験談 伊藤未央 様

私は2021年7月アメリカ、カリフォルニア州ロ
サンゼルス郊外にあるアナハイムバレエスクール
のサマーインテンシブに参加しました。アメリカ
のサマースクールに参加して、初めてキャラク
ターダンスを学びました。最初はクラシックバレ
エとの違いに戸惑いましたがとても新鮮で楽し

かったです。
コリオグラフィーのレッスンではグループに分かれ、音楽を決める
ところから振りを入れるところまです
べて自分たちで行いました。もちろん
すべて英語での話し合いだったのでと
ても苦労しましたが、アメリカ人の生
徒がとてもフレンドリーだったので無
事に発表することができました。私に
とって約1ヶ月間、一日中バレエをす
ることは初めての経験だったので毎日
がとても画期的でした。 今回の海外留
学の経験を生かし、これからも日々精
進していきたいと思います。

サマースクール体験談 岩村結波 様

Anaheim Ballet School

カリフォルニア州
アナハイム市

カリフォルニア州

ワシントン州 モンタナ州

アリゾナ州

ニューヨーク州

テキサス州

アナハイム

6/26（日）

6/27（月）
　～7/23（金）

7/24（土）
7/25（日）

成田空港または羽田空港集合　出発
ロサンゼルス空港到着

レッスンスケジュール
【月～金】10時30分～20時45分（レベルにより異なる）
【土】10時～13時

【レッスンの内容】
バレエ、キャラクター、ジャズ、モダン、パートナリング、
ポアント、バリエーション、ショーケースパーフォーマンス

ロサンゼルス空港出発
成田空港または羽田空港集合　解散

機　内

ホーム
ステイ

または

レジ
デンス

機　内
　―

サマースクール詳細
１）場所：アメリカ カリフォルニア州アナハイム市
２）日程：2022年6月26日(日)出発、7月25日(日）帰国
３）対象：13歳～ 22歳、バレエレベル中級以上(事前オーディシ
ョン合格者またはコンクールで入学許可を得た方のみ)

４）定員：10名(最少催行人数各1名)
５）滞在方法：ホームステイ
６）引率：添乗員は同行しません。現地滞在中はスクールスタッフ
がお世話します。

７）旅行代金：738,000円（成田または羽田空港発着）*別途燃油、
税、空港施設使用料が必要、裏面旅行約款を参照ください。

8）利用航空会社：ユナイテッド航空、アメリカン航空、デルタ航空、
全日空、日本航空など

スケジュール

※現地受入機関の都合によりスケジュールの変更が生じる場合があります。

日 程 行 程 宿 泊
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A&A バレエ
A&AバレエサマースクールA&Aバレエサマースクール

A&A バレエは、強力で多様なダン
ステクニックのトレーニングに加え、
若いダンサーの個性、独立性、芸術
性の育成に力を注いでいます。国
際的に高い評価を受けているアー
ティストで、ジョフリーアカデミーと
ジョフリー・スタジオカンパニーの

元芸術監督、アンナ・レズニックと
アレクセイ・クレムネフの２人のデ
ィレクターが率いるA&Aバレエは、
3歳から成人までの幅広い年齢の
ダンサーにさまざまなクラス、パフ
ォーマンスの機会、トレーニングを
行っています。

A&Aバレエは1997年以来、主に
ロシア流の純粋さと明確な構造に基
づきながら、ダンスと動きに対する
最も進歩的なアプローチを深く理解
した上で作成しているシラバスに基
づき、強く、ダイナミックで洗練され
たダンサーを生み出すことで定評が
あります。卒業生の多くが、ジョフリ
ーバレエ団、ニューヨークシティバレ
エ団、アメリカンバレエ劇場、ベルリ
ン国立歌劇場、ドレスデン・ゼンパ
ーオーパーなどで活躍しています。

アパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパートアパート

写真提供：A&A バレエ

A&A Ballet

イリノイ州
シカゴ市

イリノイ州

ワシントン州
モンタナ州

アリゾナ州

ニューヨーク州

テキサス州

シカゴ

サマースクール詳細
１）場所：アメリカ、イリノイ州シカゴ市

２）日程：A)2022年6月19日(日)出発、7月24日(日)帰国
 B)2022年7月24日(日)出発、8月21日(日)帰国

３）対象：事前オーディション合格者、
 コンクールで入学許可を得たもの

４）定員：各プログラム5名

５）滞在方法：スクールがご案内するアパート(学生寮:食事自己手配)

６）引率：添乗員は同行しません。現地滞在中はスクールスタッフが
お世話します。

７）旅行代金：A)958,000円、B)868,000円
　（成田または羽田空港発着）*別途燃油、税、空港施設使用料が必
要、裏面旅行約款を参照ください。

8）利用航空会社：ユナイテッド、全日空、日本航空、エアカナダ(カ
ナダ経由)、その他

スケジュール

※現地受入機関の都合によりスケジュールの変更が生じる場合があります。

日 程 A コース行程 Bコース行程

6/19（日）

6/20（月）

～7/22（金）

7/23（土）

7/24（日）

7/25（月）

～8/19（金）

8/20（土）

8/21（日）

成田または羽田空港集合　出発

シカゴ空港着、ホームステイ先へ

平日：ダンスレッスン

ホストファミリーに別れを告げ、シカゴ空港発

成田空港または羽田空港着、解散
成田または羽田空港集合　出発

シカゴ空港着、ホームステイ先へ

平日：ダンスレッスン

ホストファミリーに別れを告げ、シカゴ空港発

成田空港または羽田空港着、解散
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バレエサマースクール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？

4

5 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。
アルバータバレエスクール／トレーニープログラムディレクター／シニアプログラム教師
アラーム・マニュキャン

2022年5月4日／関係者各位
　私アラーム・マニュキャンは、カルガリーにあるアルバータバレエスクールのトレーニー
プログラムのディレクターおよびシニアプログラムの教師です。過去15年間アルバータバ
レエ団の芸術コーディネーター、アルバータバレエIIのディレクターとして勤務しておりま
す。その間プロのダンサーを目指す若い生徒を送り出すさまざまなエージェントや代理人
と交流をしてきました。
　アドミッション留学センターおよびその責任者である小林正己氏は、ほかのエージェント
や代理人とは一線を画していました。私たちはアドミッション留学センターが非常に信頼

でき、思いやりがあり、高い専門性を持っていることを知りました。学生へのサポート、継続的なケア、関係者間の
コミュニケーションは素晴らしく、常に生徒に優れたサービスを提供していると感じています。私はこのアドミッ
ション留学センターを強く推薦します。
もしこの素晴らしい会社および小林正己氏についてご質問がありましたら遠慮なく私に連絡
してください。

アラーム・マニュキャン　
ディレクター
アルバータバレエスクール・トレーニープログラム

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。

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(右から２番目) Study in Performing Arts▶
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2022年 カナダ＆アメリカ、バレエサマースクール申込書

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

□ビクトリアアカデミーオブバレエ　

　□Aコース　□Bコース

□フレーザーバレーアカデミーオブダンス

　□Aコース　□Bコース　□Cコース

　□Dコース　□Eコース　□Fコース

□ロイヤルウィニペグバレエスクール

□アナハイムバレエ

□A&A バレエ

　□Aコース　□Bコース

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：2022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：　　　　　　　　　）　　　コロナワクチン (２回接種が必要です )  □２回接種済　□1回接種済 (２回目の予定：　　月　　日 )
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：16,500円）。参加ご希望のスクールにチェック をつけてください。

□アナハイムバレエ　□A＆A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：16,500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72,000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5,500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

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：2022 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

「旅行企画・実施：株式会社オーバーシーズトラベル行」
必要事項記入、捺印の上、FAXまたはメール添付(申込書を写メール)でお送り下さい。
FAX番号：06-6455-1388　　メールアドレス：info@admission.co.jp

私は、「2022年カナダ＆アメリカ、バレエサマースクール」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。
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（大阪府知事登録旅行業第3-1913号　総合旅行業務取扱管理者：小林正己）

2022年　カナダ＆アメリカ、バレエサマースクール
詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。

ここに記載したご旅行要項は当社旅行条件の一部です。ここに定めた事項については別途
お渡しする旅行条件書、最終日程表、並びに当社がお渡しする詳しい旅行条件を記載した書
面によります。

●企画旅行契約：(1)この旅行は、弊社が企画し実施する募集型企画旅行であり、この旅
行に参加されるお客様は弊社と募集型企画旅行契約(令和2年1月24日観光庁長官認
可済旅行業約款に基づく)を締結することになります。

●旅行代金に含まれるもの：(1)旅行日程表に明示した国際線航空運賃。この運賃・料金には
交通機関の課す付加運賃・料金（原油の水準の異常な変動に対応する為、一定期間及び一
定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様となります。）
を含みません。　(2)送迎費用（空港と宿泊場所間等）(3)レッスン料　(4)宿泊料金（学生寮、
ホテルでは原則1ユニットに2～4名、ホームステイは1家庭に1～4名）、税、サービス料金。
　(5)パンフレットに記載の食費(6)海外旅行保険料（疾病傷害1000万円付補プラン）

●旅行代金に含まれないもの：(1)超過手荷物料金　(2)通学費（バス代）　(3)電報電話料、
飲食代、その他個人的性質の諸費用と、これにかかる税、サービス料及びチップ。　(4)
渡航手続諸経費（旅行印紙代、査証料、及び渡航手続料金等）(5)1人部屋を利用する場
合の追加料金　(6)本邦内の空港施設使用料、及び海外（一部を除く）での空港税。　
※パンフレット掲載の海外空港税は現地事情により変更になる場合があります。　(7)国
際線出発空港における空港旅客サービス施設使用料(8)国際線及び国内線交通機関の
課する付加運賃・料金　(9)航空保険料　(10)eTA（カナダ入国に必要）、ESTA（アメ
リカ入国に必要）の申請料、(7)、(8)、(9)、（10）の合計は、2022年6月1日以降約
72000円ですが増額されることが予想されます。(11)日本国内における自宅から出発
空港までの交通費及び宿泊費、並びに到着空港から自宅までの交通費及び宿泊費。　
(12)オーディション費用（16,500円・希望者のみ）(13)出発前、帰国前のPCR検査
費用など　(14)11歳以下の方がほかの参加者が伴わないひとりで渡航される際は別途
追加料金が発生します(但し直行便利用で参加できるプログラムのみ参加可能、乗継が
必要なサマースクールには参加できないことがあります。詳しくはお問い合わせ下さい)
(15)病気、怪我のため旅程にそって帰国できない場合はその時点で企画旅行を離団して
いただき、別途個別の対応が必要となります。その際の費用はお客様のご負担となります。

●旅行お申込みと旅行契約の成立：当社所定の予約申込書に、必要事項を記入し、申込金
（100,000円）を添えてお申込みいただきます（特定のコース、特定期間については別
途定めるところによります）。お申込金は旅行代金の一部に充当致します。募集型企画旅
行契約の成立時期は、当社が旅行申込金を受領した時期に成立するものとします。

●取消料：

①旅行開始日がピーク時｠(4月27日～ 5月6日、7月20日～ 8月31日、12月20日
～ 1月7日)の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降に解除するとき（②から④までに掲げる場合を除く）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の10%以内

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
（③から④にあげる場合を除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20%以内

③旅行開始日の前々日以降に解除する場合（④に揚げる場合を除く）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50%以内

④旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・・・・・・・・・・旅行代金の100%以内

●旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は、2022年3月1日現在を基準としており
ます。また、旅行代金は、2022年4月1日以降に適用する運賃として予定されている
航空運賃適用規則を基準としています。また幅運賃制であるIIT運賃（個人包括旅行運賃）
またはGIT運賃（団体包括旅行運賃）の適用を受ける募集型企画旅行については、認め
られた「幅」の範囲内での航空運賃の増額による旅行代金の額の変更はいたしません。

※お申込み後にキャンセルされる場合は、現地受入機関の入学金・保証金は返金されません。

※プログラムによっては運動、スポーツ、遠足などが含まれています。これらのアクティビティ
への参加に支障がある方は事前に健康診断を受けていただき医師の承諾書を提出してい
ただく場合があります。

※このパンフレットでご紹介するサマースクールは日本人だけを対象としたものではなく、
現地の方や海外からも参加者を募集しています。当パンフレットでは募集定員を定めて
おりますが、現地において受入枠が満席になる場合もあります。予めご了承下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　ご旅行要件（要約）　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

受託販売

info@admission.co.jp （大阪）06-6455-1377（東京）03-3253-6040
〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル4階

旅行企画・実施：株式会社オーバーシーズ トラベル（観光庁長官登録旅行業366号）
総合旅行業務取扱管理者：岸場　夏思　　　社団法人 日本旅行業協会正会員　　　ボンド保証会員
●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明で不明な点がありましたら、遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

カナダ＆アメリカ、バレエサマースクール説明会

お申込み・お問合せ先

※説明会会場および時間はホームページ（www.admission.co.jp）でご確認ください。

住 所

E-mail TEL

日時：5月7日、6月4日、いずれも土曜日、午後3時～5時
場所：八重洲倶楽部会議室
住所：東京都中央区八重洲２丁目１八重洲地下街地下2階
電話：03-3275-0801(当日のみ)

東
京

日時：5月14日、6月11日、いずれも土曜日、午後3時～5時
場所：アドミッション留学センター
住所：大阪市北区梅田3-4-5　毎日新聞ビル4階
電話：06-6455-1377

大
阪

サマースクールはスマホまたはパソコンでお申込みできます。右下のQRコードまたはホームページ (www.admission.co.jp) にアクセスして下さい。

お申込み・お問合せは
こちらからどうぞ。


