
タヒチアンダンス レベル認定講習会 

オオリリタタヒヒチチ・・トトレレーーニニンンググココーースス  
主催：コンセルバトワ―ル芸術学院（仏領ポリネシア文化省管轄） 

 

お申込み前に必ず下の条件をお読み下さい 

 
最低催⾏⼈数 

レベル 1 は参加⼈数にかかわらず催⾏致します。 
レベル２以上は、最低催⾏⼈数 5 名です。最低⼈数に達しない場合、そのレベルの講習は中⽌になることがあります。 
中⽌の場合は、講習会開催⽇の 35 ⽇前までにご連絡致します。 

 
 年齢制限 

16 歳以上、60 歳以下 
 

参加に必要な知識 

タヒチアンダンス 6 か⽉以上の経験が⽬安です。 
基本ステップ名（TAMAU, FAARAPU, VARU など）と、その動きが理解できる知識は必要です。 
 
合格したレベルの再受講 

 すでに合格したレベルの再受講が可能です。再受講の場合、レベル認定試験は受講者の任意です。 
 
レベル 

ダンスの経験歴に関わらず、必ずレベル 1 からのスタートになります。 
  初級コース（Introduction） : レベル 1  (Introduction-1) 
 レベル 2  (Introduction-2) 
 中級コース（Intermediate） :  レベル 3  (Intermediate-1) 
               レベル 4  (Intermediate-2) 

上級コース (Advance)       :  レベル 5  (Advance-1)  
                   レベル 6  (Advance-2) 
 
プログラムの変更 

プログラムの内容については、予告なく変更になる場合がありますので、ご了承下さい。 
  
写真、ビデオ撮影について 

ビデオ撮影は参加者、観覧者ともに禁⽌されております。写真撮影は可能です。 
 
 
 

健康診断 

「健康証明書」または「健康診断書」の提出が必要です。（⽇本語、英語、スペイン語、もしくはフランス語） 
最寄りの病院にて、ダンス講習会参加に⽀障がない旨、作成してもらい、トレーニングコース初⽇に提出して頂きます。 
※健康証明書または診断書の有効期限は⼀年間とします。年に 2 度参加する⽅は 2 度⽬の診断書は必要ありません。 

  
下記内容に当てはまる⽅は、主催者の判断で参加をお断りする場合があります。 
この場合の参加費⽤、登録費⽤の返⾦はございません。 

  A: ⼼肺に異常、障害をお持ちの⽅ 
  B: 怪我、病気、もしくは、その他の理由で受講が困難と思われる⽅ 
 
旅⾏保険  

講習会参加中の病気、事故、怪我等に関し、主催者は⼀切責任をもちません。海外傷害保険等の加⼊をお薦め致します。
  
申込み書 

所定の申込書へ必要事項を記⼊の上、プログラム開始⽇の 40 ⽇前までに、お申込み旅⾏会社、または、運営事務局までお送
り下さい。  
運営事務局 Email : oritahiti.org@gmail.com 
 
参加費⽤と登録費⽤ 

参加費⽤、および登録費⽤につきましては、お申込み旅⾏会社様経由でお⽀払い、または指定の⼝座へ 30 ⽇前までにお振込
みください。お振込⼿数料は、各⾃ご負担ください。 

 
返⾦＆取消料について 

  A) プログラム開始⽇前⽇より起算して 30 ⽇前までの取り消し: 
  受講料、登録費⽤の全額をご返⾦します。ただし、銀⾏⼿数料は参加者の負担となります。 

  B) プログラム開始⽇前⽇より起算して 29 ⽇前から 21 ⽇前までの取り消し:  
 受講料全額をご返⾦します。 ただし、登録費⽤の返⾦はございません。 

 銀⾏⼿数料は参加者の負担となります。 
 C) プログラム開始⽇前⽇より起算して 20 ⽇前までの取り消し 
   受講料、及び登録費⽤の返⾦はございません。 
  D）プログラム開始後の取り消し: 
   受講料、及び登録費⽤の返⾦はございません。 

   
証明書 

最終⽇に渡される証明書(Attestation)は、ダンスレベルを認定するものであり、何らかの資格を与えるものではありません。 
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タヒチアンダンス レベル認定講習会 

オリタヒチトレーニングコース 
主催：コンセルバトワ―ル芸術学院（仏領ポリネシア文化省管轄） 

 

トレーニングコース および レベル認定試験の詳細 

 
写真、ビデオ撮影について 

ビデオ撮影は参加者、観覧者ともに禁⽌です。写真撮影のみ可能です。 
   
トレーニングコース受講時の服装、持ち物 

A : トップ(袖なし)、パレオ(綿製・膝丈)、柄のないもの、それぞれ⾊は⾃由 
B : メモ⽤のノート、ペン 
C : タオル、ミネラルウォーター 
D : 必要であれば靴下など（⾜の裏を保護するもの） 
E : 講習会には、貴重品、⾼価な物はお持ちにならないようお願い致します。 
  
レベル認定試験の服装 

レベル認定試験は、以下の服装（⾊）で受験して頂きます。各⾃ご準備下さい。 
 

 ≪レベル-1≫ ︓⽩のトップと、⽩のパレオ 
 ≪レベル-2≫    ︓⻩⾊のトップと、⻩⾊のパレオ  
  ≪レベル-3≫ ︓オレンジ⾊のトップと、オレンジ⾊のパレオ 
 ≪レベル-4≫ ︓ライトグリーンのトップと、ライトグリーンのパレオ 
 ≪レベル-5≫ ︓⿊のトップと、⿊のパレオ 

 ≪レベル-6≫ ︓【規定プログラム】⾚のトップと、⾚のパレオ 
 【クリエーションプログラム】⾊は⾃由、柄のないもの 

     
上下とも柄の⼊っていない無地、パレオは綿製・膝丈を着⽤ください。 
アクセサリーの装着は禁⽌です。(結婚指輪のみ可) 
植物で作られた「冠またはポアラ」と「レイ」を装着してください。造花は認められません。 
 
 
 
 
 
 
 

レベル 6 修了試験について 

「クリエーション・プログラム」と「規定プログラム」の２つのプログラム試験があり、平均点で 1４点以上が合格です。 
17 点以上を獲得した受講⽣には、「TIARE DʼOR」（ティアレドール）の称号が与えられ、また、ティアレドールの中から特に
優れたダンサーには、審査員特別賞として、「マミールイーズ・キミテテ賞」が贈られます。 

クリエーション・プログラム 
コンセルバトワールが⽤意した曲(2 分 30 秒〜3 分)に合わせ、⾃分⾃⾝でタヒチ語の詞（物語）を付け、 
その詞に合わせて振付けをするプログラムです。 曲は講習開始⽇の 1 か⽉前にメールでお送りします。 

規定プログラム 
講習期間中に学ぶプログラムです。 

 
 審査員と認定書 

 レベル認定試験は、コンセルバトワールが選任する審査員により公正に⾏われます。 
 最終⽇に渡される証明書(Attestation)は、ダンスレベルを認定するものであり、何らかの資格を与えるものではありません。 
  
採点⽅法 

採点は 20 点満点で、次のレベルに進級するには 10 点以上が必要になります。 
 1) Très Bien     （優秀）    = 17 点〜20 点 

 2) Bien        （良＋） = 14 点〜16 点  
 3) Assez Bien   （良）  = 11 点〜13 点  
       ４）Passable    （可）     ＝ 10 点 
 ５) Redoublemen （不合格） = 10 点以下  

 
採点基準 

①ステップ ②⾝振り ③リズム ④空間の使い⽅ ⑤表現（個性）の五点を採点基準とします。      
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よくある質問 
 
初⼼者でも参加できますか︖ 
タヒチアンダンスの基本ステップ名（TAMAU, FAARAPU, VARU など）と、その動きが理解できる程度の
知識は必要です。タヒチアンダンス学校で 6 か⽉程度の経験がある⽅であれば、問題ありません。 
 
外国語が話せず不安です。 
講師たちは、タヒチ語のステップの意味などを、⽚⾔の英語で⼀⽣懸命教えてくれます。時々、⽇本語の単
語も出て来ます。初⼼者コース（レベル 1）には、⽇本語の通訳が付きますのでご安⼼下さい。 
 
8 年のダンス経験がありますが、レベル 1 から始めないといけないのでしょうか︖ 
参加者は全員「レベル 1」からスタートして頂きます。ダンス学校により、ステップの呼び⽅が異なったり、間違
った動きを教えているところがあります。特に⽇本では、ハワイアンダンスの動作の呼び⽅を、そのままタヒチア
ンダンスに⽤いている学校があるようです。コンセルバトワ―ルでは、ステップの呼び⽅や動作など、基本を正
しく学んで頂くことを第⼀の⽬的としています。 
＊2011 年には、このような呼称の「乱れ」を統⼀し、動作の「間違い」を正すため、タヒチにあるタヒチアンダ
ンス学校、および、グループの代表者たちが集まり、タヒチアンダンス協会（代表︓LEHARTEL 
Manouche) を設⽴しました。この協会では、「動作や、ステップの呼び⽅を、コンセルバトワ－ルで使って
いる呼称と動きに統⼀する」と決めました。 
 
最終⽇の試験は、どのように⾏われますか︖ 
レベルが上がるにつれ、難度が⾼くなります。2〜４⼈ひと組となり、審査員の前で踊って頂きますが 参加
者の少ないクラス、及びハイレベルのクラスは、ソロでの場合もあります。 
コンセルバトワ－ルが認定した審査員 4〜5 ⼈によって採点され、その平均点で評価されます。20 点満点
で 1０点以上が合格です。 
最終クラスのレベル 6 では、トレーニングコース修了試験として、クリエーション・プログラム（⾳楽に合わせた
「振り付け」）と、講習期間中に学ぶ規定プログラムの⼆つのプログラムを受験して頂きます。 
 



私はもうすぐ 60 歳になります。 ハードな練習は無理ですが、⼤丈夫でしょうか︖ 
普段タヒチアンダンスを習っている⽅であれば、問題なく消化できる講習内容です。⼀⽇平均 2 時間のダン
ス講習を4〜5⽇間受けますので、慣れていない⽅は⾜の裏の⽪が剥ける場合があります。また、普段使っ
ていない筋⾁を使いますので、筋⾁痛になる⽅も多いようです。靴下の着⽤や筋⾁痛予防の為のクリーム
などをご持参下さい。 
 
ホテルから、コンセルバトワ－ルまでの送迎はどうしたら良いでしょうか︖ 
1、 徒歩 

コンセルバトワ－ルはパペーテ市の空港寄りに位置しています。 
市内の中⼼部から徒歩約 20〜30 分ほどです。 

2、 バス 
平⽇の午前中は⽐較的便数も多いので、利⽤可能です。ただし、決まった運⾏スケジュールがない為、
場合によっては 30 分以上待つこともあります。 

3、 旅⾏会社の⼿配 
お申し込みの旅⾏会社によっては、送迎を⼿配してくれるところもありますので、旅⾏会社にお問い合
わせ下さい。 

4、 タクシー 
パペーテ中⼼部からコンセルバトワ－ルまでは、⽚道約 1,100〜1,300 フランです。  
数⼈でタクシーを割り勘にすれば、⽐較的安くすみます。 

 
トレーニングコースの受講証明書は、ダンスを教える際の資格になりますか。 
コンセルバトワールが発⾏する受講証明書は資格ではありません。 英検（英語検定試験）を例にとると、
英検 1 級に合格しても英語教員資格にはなりません。それと同じく、最終レベルのレベル 6 を修了してもダ
ンスを教える「資格」にはなりません。ただし、「レベル 6」を修了したのは事実ですので、ご⾃⾝のホームペー
ジなどに掲載するのはご⾃由です。 
「レベル 6 修了証明書」は、「貴⽅はタヒチアンダンスの基本をシッカリ習得しました」ということを⽂化省管轄
の公的機関であるコンセルバトワ－ル芸術学院が証明するものですので、教わる⽅（⽣徒さん）にも安⼼
して頂けることでしょう。 
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