バレエを愛する子供たちを広く迎え入れ一
内面から表現する豊かな魂を育てたい

ッと明るい稽古場が広がり︑バレ エヘの距離が近
いと いう印象︒その近さはどう やら物理的な距離
だけではなさそうだと︑明るく優し い藤井さんの
声を聞 いてそんな風に感じた︒
ここは昨年改装 したばかり の自宅 スタジオで︑
５年前 に公民館 で始めた スタジオを移転させた︒
当初園児だ った子供たちも小学生となり︑現在は
園児から小学生までの約１００名 の生徒が所属す
﹂レベル別に分けた６クラス︒
る︒クラスは年聯レ
今回は中 でも頑張り盛り の小２ ・オデ ットクラス
と︑小 ３〜小 ６ のスワ ニルダ ・キトリ ・ライ モ

エ専門学校の講師経験もあると いう豊富な経歴の

貝谷八百子バ レエ国出身 で大学院卒︑さらにバ レ

ットホームな スタジオ︒主宰 の藤井由乃さんは︑

まだバーの方を向 いてるよ﹂

時にポール ・ド ・ブ ラも教わ っていた︒

よう やく壮手バーの練習も始まり︑プリ エでは同

︒
オデ ットクラスに参加した のは４
１名 小２から

ンダクラスのレ ッスンにお狐 魔した︒

持ち主だ︒住宅街 の公民館でスタートした教室 は︑
９
︒
０年改装 の自宅 スタジオに拠点を移したば かり
片手
本を見せる︒タンデ ュは両手バーで行 った後︑

藤井さんは母親 のよう に優しく丁寧な説明 で見

﹁
お顔は尿初横だよ︒プリ エしたらお顔はこ っち︑

通りすがりの窓からち ょ っと覗 いてみたくなるレ
ッスン風景は︑小さな生徒を惹き つける魅力がた
ド・
ブ ラと共 に練習︒またグ ラン・
バーでポー ル・
バ ット マンではな 手を腰に固定して練習するなど︑
レ ツスンは基礎を疎かにせず︑順を追 ってレベル
アップ できるよう︑細か い指導 で進められていた︒

そんな子供たち の幸 せそう な笑顔 が︑九く切 った

んな雨 の強 い日 でも ︑生徒 たちは バレ エが楽 し み︒

そ の日︑玄関先をたく さ ん の傘 が彩 って いた︒ こ

や表現力を向上させる工夫がなされている︒その

レ エの動きを知る︒段階を踏んだ藤井さんの指導
は︑少しず つバレ エヘの興味を深めながら︑技術

小１ではバレ エの基礎 に出会 い︑小２で美し いバ

園児 の頃はリズ ムで踊 る楽し いバレ エに触れ︑

窓 の奥 にちらちらと見え る︒ ド アを開け ると︑パ

つながると藤井 さんは期待 し て いる︒

﹁
大きな籠を持 ってそこにお星様を入れる﹂動作
をし︑片手を丸く固定するイメージを抱かせる︒

メージから習得させる︒片手 のアン ・ナヴ アンは

くよ﹂と説明し︑腕 の形と エレガ ントな動作を イ

玉 のヒモをねじるみた いにプリ エの脚と上半身を

﹁
みんな︑ピ ルエツト の動力は腰だよね？ けん

た両手バーのエシャペではピ ルエツトも練習する︒

ド ウ・
ジ ヤンブ・
ア・
テールなどが盛り込まれる︒ま

一
局学年のスワ ニルダ ︒キトリ ・ライ モンダクラ
︒
スは８
・名が参加 バーはタンデ ュやジ ュテなど基
礎を重点的に行うも のから︑数種 のパを含む ロン・

パレエを憂する ﹁
心﹂か一
盪響えたい

﹁
教師 の役割は︑教え ると いう ことよりも︑イメ

ねじ ってお いて︑ほどくよう に回 ってみるよ！﹂

たり感じたりする体験が︑やがて豊かな表現力 に

ヽ
﹂
とが上達 の近道︒そして幼少時にイメージし
つ＞

外側から説明するよりも︑パの形を感じてもら

けた軽 やかな回転があちこち で成功していた︒

腕を振 って力 の入りすぎた回転 ではなく︑力 の抜

このクラスでも藤井さんのイメージは効果抜群︒

ドレスを つまんで王子様 に会 いに行
く練習 では ﹁

ージを与え ることだと思う﹂

例えばセンターで︑タンデ ュしながら美しく歩

子供たちを楽し いバレ エの世界に惹き つけている︒

ジによるパの習得︒藤井さん独自 の言葉 の表現が︑

大きな特徴が︑ＲＡＤの指導法 になら つたイメー

駒込駅 から程近 い住 宅街 の中 に建 つスタジ オは︑

イメージからパを学ぶ楽しいパレエ

くさん詰ま って いるようだ︒

創設５年目︑現在も ロコミだけで生徒が集まるア

由
一量 竪
爪都 ︒
ＹＵＮＯ ＢＡＬＬＥ Ｔ 策一
主宰 ・藤 井 由 乃
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︑
イメージは余計な力を抜き 自由に動ける身体
を作 る︒センターではさらに 一歩進んで自由に表
現することにも挑戦する︒ ワルツのアンシ ェヌマ
ンを 一人ず つ踊り︑ピヶ ・ターンで終わる最後は
︑ 好
オリジナルのポーズ で決める︒藤井さんは ﹁
きなポーズ でいいのよ︒ でも人と違う志の にして
︒
ね﹂と︑あえ て個性を出すことを要求した
︑
生徒たちは各 々緊張しながらも 最後 のポーズ
︑
を前 アチチ ュード︑ピ ヶ ・アラベスク 後 ろタン
︒
デ ュなど︑様 々なポーズ でフィ ニッシ ュする こ
︑
れは表現力と度胸を鍛えるため の練習だそうだが
最初は怯 んでいる子でも︑そ のうちうまく自分を
引 っ込 み思案 の子だ
出せるよう になるらし い︒﹁
︒
つて︑本当はみんなに見 てほし いと思 ってる み
んなバレ エに魅せられて︑ここに来 ている子たち
ばかりなんですからね﹂
丁寧な指導と生徒 の気持ちをも汲む包容力が藤
井さんの魅力︒それは子を持 つ母 であることだけ
でなく︑過去 の様 々な経歴がバランスの取れた指
導法 へと結び ついている︒
︑
藤井さんは４歳からバレ エを始め 中学生から
成人ま での長 い年月を貝谷 八百子バレ エ国 で過ご
してきた︒この日本バレ エの創世記を作 ってきた
︑
伝統あるバレ エ団 で育 ったことで 技術 の習得以
外 にも︑精神 のあり方ま で深 い影響を受けたと い
孔 ﹁
と にかく先生方 のバレ エに対す る愛が深か
ゝ

レ エは人 の心に感動を与え る繊細な芸術 であり︑

も コンクールに参加 できる時代︒だが︑やはリバ

エもカルチ ャーセンターで気軽に始められ︑誰 で

ーナとしての心得だと教わ ってきた︒最近はバレ

衣装を大事 にし︑先生や先輩を敬う ことがバレリ

しかし︑そ の 一方 で生徒たちが大人にな っても︑

目指す生徒を︑大切に︑全力 で育 てて いきた い①

ポートしてあげた い﹂と藤井さんは望む︒プ ロを

だからどんな生徒 でも個 々の夢を つかめるようサ

道に進 んでもバレ エの経験はき っと役 に立 つはず︒

将来ど の
も︑皆 バレ エを愛す る気持ちは同じ︒﹁

った﹂と いヽ
つバレ ェ団では︑バレ エ芸術に敬意を
︑
払 い︑踊れることに感謝すること また稽古場や

表現者は慎まし い精神 でバレ ェと向きハ軍つべきと︑

いつでも戻 ってこられる故郷 のような場所であり

てくれるバレ エの故郷︒心 の距離も近 いスタジオ

ドアを開ければ︑そこは いつも温かく迅え入れ

オを目指している︒

様 々な生徒たちが集う︑そんな門戸 の広 いスタジ

た いと願う︒地域 に愛 され︑ 子供 から大人ま で

藤井さんは考え る︒
普段から品良く生活していなければ︑本物 のお
﹁
姫様は踊れな い﹂
になるためにも︑普段 の生活を正す ことからバレ

技術だけでなく︑真 の芸術家として踊れるよう
エと いうも のを教え ていきた いと熱く語 る︒母 の

は︑冷た い雨 の夜もほ っとするような温もりに包
まれ︑子供たち の笑顔が いつま でも華 や いで いた︒
取材 落合わか奈︶
︵

早稲田大 ７本 墜叉学研究科芸術学専攻修了︒日本バ レエ
員︒４歳よリバ レエを始め︑２
協会正会︐
１歳 で貝谷芸術 ７院
︑４
︺烏の速
バレエ科に入門︒貝谷八百子バ レエ圃に入団後 ﹁
︑
のソリストなど内外 の各公演 で活躍︒現役活動 の傍ら 大
術専門学校で教鞭をとり︑ヤン
公
軍ム
７幌で舞踊の研究︑目→
︶
︑
︒
︑
︐ヌイ ッツ ＲＡＤなど の教師講習を受講 退団後 ま
３年 にＹＵＮＯ ＢＡＬＬＥＴ設立︒バ レエに関する
たヽ０
出版物の編集 ・執筆にも携り︑多方面からバ レエの普及に
尽力して いる︒

藤 井 由 乃 一小じい ゆＯ

ような包容力は︑そんな真摯な望みから湧き出 て
くるも のな のかもしれな い︒

誰にでも門戸を広げる温かなスタジオに
生前 の貝谷先生は︑バレ エを愛す る以外 にも︑
趣味や学問など全 てのことが踊りに表れてくる︑
と教え る教師だ った︒藤井さんも勉学 に励み︑大
学進学後は早稲田大学大学院に進 み︑舞踊 の研究
にも打ち込んだ︒さらに現役 のバレ エ団貝を続け
ながら︑貝谷芸術専門学校 で教鞭も取 った︒知識
と経験を積んだ藤井さんにはたくさんの引き出し
がある︒そんな豊富な経歴が︑生徒と父兄たち の
︒
信頼を集める確かな基盤とな っているに違 いな い
墾庭が多 いため︑
ここ豊昌 区は都心 で教育熱心な一
受験 でバレ エをやめる生徒も多 い︒勉学に励む子
一
も︑バレ エ 一筋 で頑張 る子も︑趣味 で踊りた い子

