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ドキュメンタリー映画 

孤高の白鳥  

ロパートキナ 

の舞台を 

訪れる 

☛期間： 

269,000 円 予価（燃油代・諸税別） ☛料金： 

4/25㊊ ☛締切： 

芸術の祭典「白夜祭」のシーズンに行く！ 

世界最高峰と名高い 

バレエの殿堂へ 

ここがツアーのポイント！ 

◉  体験レッスンと学校訪問  

☛名門ロシア国立ワガノワ・アカデミー 

☛訪問・見学＆体験レッスン 

◉  世界最高峰の殿堂でバレエ鑑賞三昧  

☛マリインスキー劇場 

☛ミハイロフスキー劇場 

☛ボリショイ劇場  

◉  歴史と美術～市内の見どころも  

☛世界３大美術館のエルミタージュ見学 

☛帝政ロシア文化～２大都市観光も 

 

吉川ゆかり先生 監修・同行 

ワガノワ・バレエ学校を卒業したドミトリー・シャドルーヒン氏

に師事～ロシア、サンクト・ペテルブルクの私立バレエ学校の監

修とアドバイザーを務める（※詳細プロフィール裏面）  

企画 

共催 

日本ユーラシア協会 ヨシカワバレエスクール 
156-0052 東京都世田谷区経堂 1-11-2 
☎:03-3429-8231 http://jp-euras.org 

395-0052 長野県飯田市元町 5430-1 
☎:0265-23-0260 http://y-ballet.com/ 

ピョートル大帝が築き、「聖ペ

テロの街」の意味をもつ古都サンクト・ 

ペテルブルク。長くロシア帝国の中心として栄華を 

誇り、絢爛たる歴史と文化を有してきた都は、素晴らしい芸術 

をも育んできた「北のベニス」。 

現在、上映されている映画「ロパートキナ  孤高の白鳥」は、世界最高

峰と呼ばれるマリインスキー・バレエが誇る伝説のプリンシパル、ウリヤー

ナ・ロパートキナのドキュメンタリー。 

観る者を魅了して止まないロシア  バレエの素晴らしさを、芸術の祭典  

「白夜祭」のシーズンに名だたる劇場でお楽しみください。  

芸術ツアー 5/30㊊～6/5㊐ 7日間 

 
以下すべて 
含まれます 

ロシア バレエ ロシア バレエ ロシア バレエ 
＆ 

▸ ◂



 

旅行日程  2016 年 5 月 30 日㊊～6 月５日㊐  7 日間  以下は旅行費用とは別料金となります  ▸

旅行代金  269,000 円  ※子ども料金の設定はありません  燃油代・諸税  16,610 円  

実施人数  25 名様（最低実施人数 15 名様）  ビザ取得手数料  5,400 円  

発  着  地  成田空港（午前 10:00 頃集合予定）  一人部屋追加料金  45,400 円  

▸利用予定航空会社：アエロフロート・ロシア航空（SU） ※日本国内線特別代金設定はありません。 

▸利用予定のホテル：ネフスキーホテル★★★★（サンクト・ペテルブルク）、ホリディ・イン★★★★（モスクワ） 

▸食事回数：朝食 5 回、昼食 5 回、夕食 3 回（機内食は回数に含んでいません）▸添乗員：１名同行 

スケジュール  あ◉ワガノワ・アカデミー         
1738 年設立。280 年の歴史を  

持つロシア最古のバレエ学校。  

「ワガノワ・メソッド」は、世  

界のクラシック・バレエの基本  

教授法として位置づけられる。  

世界のバレエ界を語る上で 、ワガ  

ノワ･バレエアカデミーなしには語れないと言われる。

伝説のプリンシパル･ウリヤーナ･ロパートキナが卒業

したアカデミー。 
 

あ◉ロシアが誇る３大劇場でバレエ三昧    
▸マリインスキー劇場：皇室の劇場でオペラ、バレ

エの中心施設。名作「眠れる森  

の美女」「くるみ割り人形」「白  

鳥の湖」を初演。世界５大バレ  

エ団で、最高峰とも。ロシアで  

最も格調の高いバレエ団。  

▸ミハイロフスキー劇場：旧レニングラード国立バ

レエ。設立当初は、コミカルで  

実験的な作品から徐々にレパー  

トリーを拡大して、現在はマリ  

インスキー劇場と人気を二分す  

るカンパニーへと成長。  

▸ボリショイ劇場：ロシアを代表するバレエ、オペ

ラ劇場 。76 年を起源としマリイ  

ンスキーとともにロシアを代表  

するバレエ団。ボリショイ劇場  

は地元の名士（侯爵）が開設し  

裕福な商人階級向けに発展を遂  

げた歴史を有する。  

 

 

 

４歳より坂井バレエ研究所にて  

バレエを始める。 

坂井明氏・荒井弘子氏に師事 

国学院大学入学 

旧ソビエト連邦留学(コンセルヴァト 

ワールにてクラシックバレエを学ぶ) 

ニキータ・ドルグーシン氏に師事  

大学卒業後、国会議員秘書を務める 

ロシア留学  (ワガノワ教授法習得) 

ニコライ・クリチェフスキー氏に師事 

ロシア、ヤコブソンバレエ学校にてウラジスラム・

クラムシン氏に学ぶ 

1999 年  長野県南信地域  初のクラシックバレエ

スクールを開校する 

ドミトリー・シャドルーヒン氏に師事 

ロシア、サンクトペテルブルクの私立バレエ学校の

 監修とアドバイザーを務める

①  

5/30 

㊊  

昼頃：成田発（12:00 頃）空路✈ロシアの首都モスクワへ  

夕刻：モスクワで乗換～「北のベニス」サンクト・ペテル  

ブルクへ  サンクト・ペテルブルク泊   

②  

5/31 

㊋  

午前：ワガノワ・バレエアカデミーの見学  

午後：サンクト・ペテルブルク市内観光＝●聖イサク  

寺院、◎青銅の騎士像、●血の上の教会  

夕刻：マリインスキー劇場でバレエ鑑賞  

▸バックステージ・ツアー（舞台裏見学ツアー） 

▸  バレエ鑑賞【演目：未定】

 サンクト・ペテルブルク泊   

③  

6/1 

㊌  

午前：Ⓐ体験レッスンコース：Ⓑショッピングコース  

＊午前のプログラムはコースを選択ください。  

 

Ａ  バレエ体験コース  Ｂ  市内散策＆買物コース 

 

▸  ワガノワ・バレエ学校

▸初級クラス(75分  )

▸ロシア人講師、 

 日本語通訳付き

▸バレエ用品専門店や 

ロシア民芸品の店  など

※歴史と芸術の街で、  

のんびり散策＆買い物  

午後：エルミタージュ美術館＝●世界 3 大美術館の１つ  

ロシアが誇る芸術の殿堂を見学  

夕刻：ミハイロフスキー劇場でバレエ鑑賞  

▸バレエ鑑賞【演目：ロミオとジュリエット】を予定  

 サンクト・ペテルブルク泊   

④  

6/2 

㊍  

午前：エカテリーナ宮殿の見学＝●ロシアの代表的な  

なバロック建築、歴代ツァーリの夏の宮殿  

午後：サンクト・ペテルブルク市内観光＝◎スモーリ  

ヌイ修道院、◎運河と橋、◎メインストリート・  

ネフスキー大通りなど  

夕刻：マリインスキー劇場でバレエ鑑賞  

▸  バレエ鑑賞【演目：未定】

 サンクト・ペテルブルク泊   

⑤  

6/3 

㊎  

午前：空路✈政治・経済の中心、首都モスクワへ  

午後：モスクワ市内観光＝●聖ワシリ寺院、◎赤の広場、 

●グム百貨店  

夕刻：ボリショイ劇場でバレエ鑑賞  

▸  バレエ鑑賞【演目：未定】

 モスクワ泊   

⑥  

6/4 

㊏  

午前：クレムリンの見学＝●ウスペンスキー寺院、  

●宮殿武器庫・ダイヤモンド庫  

午後：モスクワ（19:00 頃発）空路✈帰国の途へ  

 機中  泊   

⑦  
6/5 

㊐  

午前：成田着（12:00 頃）  

着後：解散   

註：バレエ演目で未定なものは、決定次第ご案内。  ▸

日程中の表記＝●入場見学､◎下車見学､ ､ ､  ▸

問合せ 

送付先 

東京都知事登録旅行業  第 3-6973 号  日本旅行業協会正会員  株式会社ユーラストラベル   【企画・実施】  

ユーラスツアーズ  ☎ :03-5562-3381 FAX:03-5562-3380 観光庁長官登録旅行業第１９０６号  JATA 正会員  

株式会社タビーズ  〒 106-0044 東京都港区東麻布 1-26-8-４階  http://www.euras.co.jp ※写真はすべてイメージ  

▶  参加予約票  ※以下の予約票を FAX、E-MAIL、郵送にて上記旅行社へお送りください。その後、正式申込みに必要な書類をご案内  

吉川ゆかり氏プロフィール 

芸術の祭典「白夜祭」に訪れる 魅惑のロシア バレエ芸術ツアー 

氏名： 住所：                   ☎ ： 

先着 
15名 
まで 


