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アメリカン・ダンス・シアターの本拠地 "The Joan Weill Center for Dance"でダンス・レッスン︕
プロのモダン・バレエ・ダンサーを⽬指すなら、エイリー・スクールです︕

アメリカ・ニューヨーク・Y2021
The Ailey School

ザ・エイリー・スクール (アルビン・エイリー・ダンススクール)
ニューヨーク・ダンス留学プログラム

The Ailey Schoolは、世界的に有名なダンスカンパニー『アルビン・エイリー・アメリカン・ダンス・シアター』の附属ダンススクール、
アメリカのみならず、世界中からプロを⽬指すダンサー集まるモダン・ダンス・スクールの殿堂です。



The Ailey School（エイリー・スクール）おススメポイント︕

The Ailey School ダンス留学プログラムの⼊学条件

The Ailey School　ダンス留学

【エイリースクール、Professional Division プログラム種類】
[１] 2週間 Summer Intensive Program （夏季6⽉中旬の⼊学、学⽣ビザ取得免除）※コロナの影響留学⽣参加不可。
[２] 6, 9, 12⽉間 Independent Study Program （9⽉⼜は1⽉末、9⽉⼊学が望ましい。）
[３] 3年間 Certificate Program （9⽉のみの⼊学、⼤学の授業受講可能なレベルの英語⼒必須）

【エイリースクール⼊学条件】
アメリカ⼈の⼊学審査には必ずオーディションが必要ですが、留学⽣の場合、下記書類/DVDによってオーディションを受けることになります。審査
に合格した場合のみ、⼊学が許可されます。
◆ 17〜25歳 [1] [2] [3]
◆ F1学⽣ビザ取得、規定⾦額以上の英⽂預⾦残⾼証明書 : プログラム [2] [3]のみ。
◆ 所定の申請書と健康診断書 : [1] [2] [3]
◆ ダンスの先⽣からの推薦状

[1] 不要
[2] 6ヶ⽉、1〜2年間のIndependent Study Program 1通
[3] 3年間のCertificate Program 2通

◆ 指定されたダンス・ポジションを写した写真2枚 ;  [1] [2] [3]
◆ バレエとモダンバレエの基礎を確認する為のDVD審査 : [1] [2] [3]

- Ballet : center floor-grand adagio, through space-petit allegro and grand allegro 
- Modern : adagio, allegro, floor work and spatial work 
- Solo : standard or original repertory, using modern, ballet or jazz technique. 
※下記内容は予告無く変更されますので、⽬安としてご理解ください。
※最新情報とDVD審査の詳細は、お⼿続きの中で個別にご案内致します。
※以上、ダンスの課題をビデオ撮影し、DVDまたはインターネットリンクにてご提出頂きます。
※Ballet, Modern, Solo の各課題は3分以内。適切なレオタード着⽤のこと。

◆ その他所定の書類⼀式 ※キャリアエクスチェンジが個別にご案内致します。

【ダンスレッスン種類】Ballet, Modern, Graham Based, Horton, Dunham, Pointe, Jazz, Tap dance, Yoga, Body 
Conditioning, West African, Spanish, Hip Hop, Theater dance, Afro Brazilian(Samba, Capoeira), Middle Eastern 
Dance, Capoeira, Barre a Terre 他

プロのモダンダンサー⽬指すなら、迷わずニューヨークのエイリースクール︕
エイリースクールは、エイリー財団が運営するシアター(The Joan Weill Center for Dance)
の中にあり、このシアターはアルビン・エイリーのダンスカンパニー”アメリカン・バレエ・シアター”の本
拠地。ダンス・シアターでは、秋〜冬にかけてAlvin Ailey ダンスカンパニーのパフォーマンスが頻
繁に開催され、エイリースクール在学⽣は無料チケットが⼊⼿可能︕留学期間中は、まさに世
界最⾼峰のパフォーマンスを鑑賞三昧︕世界最⾼レベルのモダンダンサーが集まる環境の中で
本格的なプロレベルのダンス・トレーニングを受けられるのはエイリースクールならでは。
⼊学申請には、DVD/写真/書類審査（オーディション）があり、これまでのキャリア・エクスチェ
ンジの⼊学申請サポートの経験から、合格には最低10年以上のクラッシックバレエ・モダンダンス
の経歴が必須。皆様の夢の実現に、留学サポートは2002年〜95%以上の合格実績のある
キャリアエクスチェンジに是⾮お任せ下さい。



The Ailey School　ダンス留学

The Ailey School ダンス留学プログラムの詳細

[１] 2週間 Summer Intensive Program （コロナの影響で留学⽣参加不可）
●参加資格 ︓ 年齢17歳〜25歳、書類・DVD審査
●キャリア・エクスチェンジお申込締切 ︓ 毎年1⽉15⽇
●⼊学⽇︓ 毎年6⽉中旬
●カリキュラム︓ 週12〜15時間レッスン。エイリースクール・サマー・インテンシブ・プログラムは、ニューヨークの多種多様な豊かな⽂化に触れなが
らダンスに没頭できる環境を提供します。この７週間のダンス集中プログラムでは、それぞれの専⾨分野で有名なプロのダンサーから各種カリキュラ
ムのダンス・テクニックを習得します。レッスン内容は、毎⽇のクラッシックバレエ、Horton and/or Grahamのモダンを1週間に3-5回、ジャズ、タッ
プダンス、Dunham, yoga, barre ・terre とボディ・コンディショニングなどによって構成されます。バレエ上級者は、pointe のレッスン受講可
能。成績上級⽣徒の中から、オーディションによって、West African, East Indian, Afro-Brazilian, Latin Dance or Spanish Dance
などワークショップへの参加者が選出される場合もあります。

[２] 6, 9, 12カ⽉間 Independent Study Program (9⽉⼜は1⽉末、9⽉⼊学が望ましい。）
●参加資格︓ 年齢17歳〜25歳、US$36,000以上の預⾦残⾼証明書、書類DVD審査、学⽣ビザ取得
●プログラム種類︓ 6か⽉=Fall or Spring, 9ヵ⽉=Fall & Spring(Academic Year), 12ヵ⽉=Fall/Spring/Summer
●キャリア・エクスチェンジお申込締切 ︓ 毎年3⽉1⽇
●⼊学⽇︓ 毎年8⽉末または9⽉第⼀週⽉曜⽇ (HortonやGraham-based Modernの経験が豊富な場合、1⽉末の⼊学も可能な
場合がありますが、1⽉⼊学ではGrahamのレッスン受講不可。)
●カリキュラム : 週12〜15時間レッスン。インディペンデント・スタディ・プログラムは、2年までの受講可能で、サーティフィケイトプログラムと同じよう
な集中的なダンステクニックの習得をしたいが、3年間のプログラムは⻑過ぎる、英語⼒に⾃信が無いという皆様に最適です。レッスン内容は、毎
⽇のクラッシックバレエ、Horton and/or Grahamのモダンを1週間に3-5回、ジャズ、タップダンス、Dunham, yoga, barre a terre とボ
ディ・コンディショニングなどによって構成されます。 Independence Study Program（独⽴修業プログラム）の修了証を取得するには2年間
のプログラム受講が必要ですが、6か⽉または1年間コースへの参加も可能です。6か⽉または1年間のプログラム修了後は、エイリースクールから
Independence Study Program 受講証明書が授与されます。当プログラムからCertificate Program への途中編⼊はできません。

[３] 3年間 Certificate Program （9⽉のみの⼊学、⼤学の授業受講可能なレベルの英語⼒必須）
●参加資格 ︓ 年齢17歳〜23歳、⾼校卒業資格、⼤学レベルの授業受講可能な語学⼒必須、学⽣ビザ取得

年間US$40,000以上の預⾦残⾼証明書、書類DVD審査
●キャリアエクスチェンジお申込締切 ︓ 毎年3⽉1⽇
●⼊学⽇︓ 毎年8⽉末または9⽉第⼀週⽉曜⽇
●カリキュラム : 週17〜8時間レッスン。3年間のサーティフィケイト・プログラム(3 Years Certificate Program)は、ダンステクニック、ダンス教
育論理、創造的研究、パフォーマンスのレパートリー等のカリキュラムを通して、堅実なアプローチによるダンストレーニングを提供します。主なカリ
キュラムは、毎⽇のClassic Balletや、週３－５回のHorton and/or Grahamのモダンに加え、ジャズ、タップダンス、Dunham, barre a 
terre、ヨガなどのボディコンディショニングによって構成されており、更に、即興、ダンス作曲、ダンス史、⾳楽および劇場芸術の勉強も要求される
為、⼤学の授業が受講可能なレベルの英語⼒が必須です。３年次の学⽣は、⾃⾝のレパートリーを披露する為のワークショップへの参加の機会
が与えられ、ダンスパフォーマンスの表現⼒に磨きをかける為の⼤変貴重な経験になることでしょう。サーティフィケイト・プログラムの卒業記念パ
フォーマンスは、その企画〜演出〜公演まで、すべてが卒業⽣の⼿によって運営され、3年間の集⼤成となります。別コースへの変更不可。



追記

1) Centro Maria
2) Centro  Maria
3) Brooklyn/Queens
オーディション参加費⽤

⼊学時のみ
毎年

JFK空港利⽤の場合

1$＝110

追記

オーディション参加費⽤

必要な場合無料サービス

最安値プラン

追記

⽬安︓1ヵ⽉=$700
⽬安︓1ヵ⽉=$700
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③　⼩計　US$ $1,400 $14,700 $14,700
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費 $0 $6,300 $6,300
現地⽣活費・交通費等 $1,400 $8,400 $8,400

②　⼩計　⽇本円 ¥499,930 ¥686,120 ¥666,120

③渡航後にかかる費⽤ [1]　Summer
3週間滞在

[2]　Independent
12ヵ⽉(秋/春/夏)

[3]　Certificate
3年間の初年度

往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学⽣保険料(最安値例) ¥36,930 ¥223,120 ¥223,120

海外通信送⾦費 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000
ビザ申請サポート ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000

語学学校⼿配費 ー ー ー
滞在⼿配費 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000

渡航前にかかる費⽤ [1]　Summer
3週間滞在

[2]　Independent
12ヵ⽉(秋/春/夏)

[3]　Certificate
3年間の初年度

オーディション申請サポート料★ ¥110,000 ¥110,000 ¥110,000

⼩計US$ $2,770.00 $16,835.00 $19,220.00

①⼩計　⽇本円 ¥304,700 ¥1,851,850 ¥2,114,200

Physical Therapy Fee $25.00 $100.00 $100.00

⽚道空港送迎 $190.00 $190.00 $190.00
学⽣ビザ/SEVIS申請費 $0.00 $510.00 $510.00

滞在先
1)⼥⼦寮2⼈部屋
平⽇朝晩2⾷付

3週間

2)⼥⼦寮2⼈部屋
平⽇朝晩2⾷付

12週間

3)ホームステイ個室
マンハッタン外/朝⾷付

12週間
書類審査・DVD審査申請料★ $20.00 $20.00 $20.00

The Ailey School　ダンス留学
時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕

The Ailey School ダンス留学 [1]　Summer
2週間/ビザ不要

[2]　Independent
12ヵ⽉(秋/春/夏)

[3]　Certificate
3年間の初年度

授業料 $750.00 $13,100.00 $14,250.00
International Student Fee $0.00 $50.00 $50.00

プログラム⼿配費 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000

滞在費 $1,680.00 $2,760.00 $4,050.00
寮 登録料・保証⾦等 $55.00 $55.00 $0.00

Annual Registration Fee $50.00 $50.00 $50.00

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に


