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2019 年 9月 15 日 松山バレエ団 The Japan Ballet 21 鑑賞 

感想文まとめ 

（大学・大学院・研究生等中国留学生） 

 

11 時 30 分開始鑑賞者 
 

 

16 時 30 分開始鑑賞者 
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感想文（和文/中文） 
 

姜駿 

松山バレエ団様のお招きをいただき、公演を幾度も鑑賞させていただきましたが、どの回の公演も意外な喜びがあり

ました。今回の公演は私にとって一番印象深かったのですが、それはシーンが広大なことでした。さすがに松山バレ

エ団とバレエ学校の合同公演です。夢の国の華やかな宮廷の様子をパーフェクトに見せるだけでなく、いくつかのカ

ップルの踊りは風格がさまざまで、あるものはきびきび、あるものは華やか、劇中各人物の姿が鮮やかに描かれ、味

わいがありました。さらにうれしかったのは、今回の劇では若いダンサーがたいへん素晴らしいダンスをしていたこ

とでした。よく言われるようにどの世代にも才能のある人は出ますが、数世代のダンサーのたゆみない努力と継承が

あってこそ、松山バレエ団も努力に努力を重ね、芸術の活力を保っているのでしょう。私もこの劇団のこれからの素

晴らしい活躍を期待しています。 

姜骏 

此前受江原女士之邀，已看过多场松山芭蕾舞剧团的演出，但每一次的演出似乎都有意外之喜。此次演出让我印象最为

深刻的便是场面的宏大。不愧是松山芭蕾舞团与松山芭蕾舞学校的联合公演，不但完美展现了梦幻王国华美壮丽的盛大

宫廷景象，而且几组舞伴的舞蹈风格多样，有的妩媚灵动，有的华丽典雅，使得剧中各个人物的形象更为鲜活，看来饶

有趣味。而更为欣喜的是，此次在剧中欣赏到了不少年轻演员的精彩舞技。正所谓江山代有才人出，相信正是有了几代

舞蹈者的不懈努力与传承，松山芭蕾舞剧团才能精益求精，永葆艺术活力。而我也期待着该剧团今后更为精彩的演出。 

 

 

姜淼 

森下洋子先生のバレエ公演を観せていただいたのは二度目です。この伝説的な人物に心からの敬意を感じます。歳月

のあとが全く見られず、永遠にバレエのステージで少女の様子を保っています。本当に一つのことを愛すればこそ生

涯続けることができるのでしょう。森下洋子先生のほか、松山バレエ団のすべての学生と教師たちがこの公演に参加

しているようでした。チャイコフスキーの『眠れる森の美女』を自分の風格として作り出すことに成功しており、本

当に美しいです。全劇通して完全に松山バレエ団の基本動作の確かさ、すばらしいダンステクニックおよび尽きぬエ

ネルギーを見せました。日中児童友好交流後援会と後楽寮が私たちにこのような貴重な機会をくださったことに大変

感謝しております。機会がありましたら、いつもご招待の仲介の労をとってくださるＮＰＯ法人日中児童の友好交流

後援会と、各方面でもっと交流できることを希望いたします。 

这次是第二次有幸欣赏到森下洋子老师出演的芭蕾舞剧，仍然对这位传奇人物表示由衷的敬佩，在她的身上完全看不出

岁月的痕迹，永远在芭蕾的舞台上保持着少女感，真的只有热爱一件事情才能做一辈子吧。除了森下洋子老师之外，似

乎松山芭蕾舞团所有的学生和老师们都参与到了这次的演出，将柴可夫斯基的《睡美人》成功演绎出了自己的风格，真

的美。整部剧也完全展示了松山芭蕾舞团扎实的基本功、精湛的舞技以及无尽的朝气。非常感谢日中儿童友好交流后援

会和后乐寮为我们提供这样宝贵的机会，也希望有机会可以在各方面和日中儿童友好交流后援会多多交流。                                                              

——姜淼 

 

 

李恵敏 

衝撃的な視聴の宴 

すべてのダンスの中で、バレエはトウで行うダンスとして、最も高雅な芸術、最も難しい芸術と言えます。それゆえ、

そのすばらしい演技は人々を驚かせ、褒めてやまないのです。 

昨日午後、幸いにも後楽寮のはからいにより、新宿文化センターにおいて、松山バレエ団公演『眠れる森の美女』を

観ました。驚きの視聴覚の宴であり、今もなおイメージが深く残り、思い出されます。 

バレエの主要言語表現形式はダンスと音楽ですが、ダンスは人の視覚に、音楽は聴覚に訴えます。ある程度映画と同

じで、視聴覚の芸術です。ダンスで物語を表しますから、バレエは最も形式感に富んだ芸術です。同様にペアダンス

は異なる風格と内容を表すために、まず衣装が異なり、他のダンサーと区別をつけます。そのほか、ダンスの編制と

音楽の伴奏も物語に沿って変化し、異なる風格で筋を表し、物語の展開を推し進めます。 

全編を通して演技者は二百人近くおり、それぞれの演技がすばらしいものでした。印象が深いのは、群舞シーンです。

ステージに二百人近い演技者が、それぞれ整然と表現していました。その演技者もその中に参与し、大変溶け込み、

一つの有機体全体と言う感じがしました。広いシーンは、激しかったり、勇壮であったり、ゆったりとしていたりの

音楽の伴奏があり、血の湧きたつ思いにさせ、深く共感し感動させられました。 

公演は三時間におよびましたが、あまりにすばらしく、うっとりさせられましたので、時間が早く感じられこのよう

な美しさを味わううちに過ぎてしまいました。これからの生活の中でもまたこのような芸術の美を感じることができ

たらと期待しています。 
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一场令人震撼的视听盛宴 

在所有的舞蹈中，芭蕾舞作为用脚尖演绎的舞蹈，可谓最高雅的艺术，也是表演难度最大的艺术。正因如此，其出色的

表演能够给人带来震撼，令人叹为观止。 

昨天下午，有幸在后乐寮的组织下在新宿文化中心观看了松山芭蕾舞团演出的《睡美人》，感受了一场令人震撼的视听盛

宴，至今想来印象深刻、回味无穷。 

芭蕾舞的主要语言表达形式是舞蹈和音乐，舞蹈诉诸人的视觉，音乐诉诸人的听觉，从某种程度上和电影一样，是一种

视听艺术。因为是用舞蹈演绎故事，因此，芭蕾舞是最富有形式感的艺术。剧中的舞蹈有独舞、双人舞、群舞等多种形

式，每一种形式中又再次变化和演绎出多种样式。如同样是双人舞，为了体现不同的风格和内容，首先是在服装上着装

不同，与其他舞者区别，此外，在舞蹈的编排和音乐的伴奏上也也依剧情变化，以不同的风格来演绎剧情，推动剧情的

发展。 

整部剧的演员有近两百人，个个演技精湛。给人印象最为深刻的是群舞的场景，舞台上将近二百名演员，各司其职，井

然有序，调度有方。每一名演员都参与其中，十分投入，给人感觉是一个有机的整体。浩大的场面，加上或激越、或雄

浑、或悠扬的音乐伴奏，让人血脉贲张，被深深地感染和打动。 

整部剧演出近三小时，由于演绎精彩，令人陶醉，时间很快就在这种美的享受中过去了。期待在以后的生活中能再次感

受这种艺术之美。   

——李惠敏 

 

 

李万航 

昨日観た松山バレエ団演ずる『眠れる森の美女』は驚きと形容することができます。華やかな衣装、絢爛たるライト

の舞台効果、および一度に舞台で演ずる人数の多さは私にはショックでした。同時に私が感動したのは、ダンサーの

中には下は数歳の子供から、上は 70 歳のシニアもいたことでした。三時間の長さに渡る舞台において彼らは素晴らし

い踊りを見せ、息がぴったりで、どれほど苦しいトレーニングを積んでこのように素晴らしい舞台効果を生み出すの

だろうかと思いました。このほか、森下洋子さんという伝説的なダンサーは、70 歳を超えた今も舞台に立ち、一生を

熱愛する舞台にささげ、中国のバレエ劇『白毛女』を改編し、日中友好交流に大きな貢献を果たしました。彼女の仕

事への愛と執着に私を大変感動しました。このたび、主催者側が私に来日後初めてのバレエ鑑賞の機会を下さったこ

とに感謝いたします。松山バレエ団のバレリーナたち全員が、私たち観衆のために盛大なビジュアルの宴を開いてく

ださったことに感謝いたします。   

第一次观看到芭蕾舞剧，感到十分荣幸。通过芭蕾舞独有的艺术特色，演绎了一场虽然和小时候记忆中的故事稍有不同

的睡美人，但也引起了对童话故事的美好回忆与向往。也正因为是第一次观看芭蕾舞，留下了深刻的印象，开阔了自己

的眼界，对于艺术有了更多的了解。衷心感谢松山芭蕾舞团的各位演职人员的亲情奉献。                 

——李万航 

 

 

张三妮 

去年松山バレエ団は中国公演を行われていて実家の鄭州も回っていました。日中友好にご尽力なさっているバレエ団

の皆さんに心から感謝したいです。『眠れる森の美女』も本当に素晴らしかったです。先生たちはサポート役に徹しな

がら踊っていますが。生徒さんは、訓練の成果を出して、宝石、妖精たち、フロリナの踊りはどれも完璧なように見

えます。素敵な舞台をありがとうございました。子供向けにアレンジされた舞台でしょうか。子ども連れのお客さん

が多いです。親子でバレエを鑑賞するなんて、羨ましいです。バレエの稽古をし始めた娘にもぜひ見て欲しいです。

バレエ団の中国公演を期待しております。 

其布尔哈斯 

今天有幸观看了日本著名的芭蕾舞团——松山芭蕾舞团·学校和森下洋子联合公演的芭蕾舞剧"睡美人"。舞台阵容强大，

演员表演精湛。不仅舞姿优美，音乐动听，而且服装、道具、布景、灯光华丽辉煌，给观众带来了无限美的享受。希望

有更多的朋友们有机会感受这样的视觉盛宴。 

 

 

チブアハス（其布尓哈斯） 

本日、日本の有名なバレエ団―松山バレエ団・学校と森下洋子氏の合同公演であるバレエ劇『眠れる森の美女』を見

られて幸運でした。ステージのラインナップは華やかで、ダンサーのバレリーナンスはすばらしかったです。踊る姿

が美しく音楽がきれいなだけでなく、衣装、道具、背景、ライトが華やかにきらめき、観衆に限りない喜びを与えま

した。もっと多くの友人たちがこのような素晴らしいビジュアル・バレリーナンスを見ることができるようにと願っ

ています。 

其布尔哈斯 

今天有幸观看了日本著名的芭蕾舞团——松山芭蕾舞团·学校和森下洋子联合公演的芭蕾舞剧"睡美人"。舞台阵容强大，
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演员表演精湛。不仅舞姿优美，音乐动听，而且服装、道具、布景、灯光华丽辉煌，给观众带来了无限美的享受。希望

有更多的朋友们有机会感受这样的视觉盛宴。 

 

 

葉婷 

本日、日本の有名なバレエ団―松山バレエ団・学校と森下洋子氏の合同公演である『眠れる森の美女』を見ることが

できて大変光栄でした。素晴らしいダンス、華やかなステージ背景、優れたテクニック、丹念に編まれたストーリー

は見る人々に目の保養を与えました。バレエ・バレリーナの力量と優雅さのコンビネーションは、柔と剛の複合であ

り、心に響くものです。この機会をいただけても、本当にありがとうございました。これからも優雅な芸術を観賞す

る機会にたくさん恵まれますように。 

叶婷 

今天非常荣幸观看了日本著名的芭蕾舞团——松山芭蕾舞团·学校和森下洋子联合表演的的芭蕾舞剧睡美人。曼妙的舞

姿，华丽的舞台背景，精湛的舞技，精心编排的舞剧，给人带来一场视觉盛宴。舞蹈演员们力量与优雅的结合，柔与刚

的复合，富有感染力。非常感谢这次提供的机会，希望以后有更多机会欣赏高雅艺术。 

 

 

王暁霞 

本日、日本の著名なバレエ団―松山バレエ団の演ずるバレエ劇『眠れる森の美女』を観る機会に恵まれ、ダンサーの

素晴らしい踊りに感動いたしました。私の六歳の娘もダンスを習っていますので、このような素晴らしいレベルに達

するにはどれほどの努力が払われたかはっきりとわかります！心から感心します！私が一番感動したのはステージ上

数百のダンサーが役割の大きさにかかわらずそれぞれ自分の配役に力を発揮していることです。特にすみにいてライ

トの当たっていない小さな配役も、配役が小さなものであっても少しもいい加減にせず、集団全体のすべての効果を

背負っているかのように自分の役に全身で没入している集団精神に、心から感動しました！ 

王晓霞 

今天有幸观看了日本著名的芭蕾舞团——松山芭蕾舞团公演的芭蕾舞剧"睡美人"。舞者的精湛舞技让人为之震撼。由于

我六岁的女儿也在学习舞蹈，所以我清楚要达到如此精湛的程度背后要付出何等的努力！由衷的佩服！最让我感动的是

舞台上几百的舞者无论角色大小都尽责的恪守在自己的角色上，特别是角落里没有灯光投射的小角色，他们不会因为角

色小灯光不会扫过他们而有丝毫的懈怠，而是以整个团队的整体效果为己任，全身心的投入到自己的角色里，由衷的佩

服这样的团队精神！ 

 

 

柏奕旻 

貴重な観賞チャンスをいただき後楽寮に感謝します。松山バレエ団のすばらしいバレリーナンスにも感謝いたします。

以前ディズニーアニメ『眠れる森の美女』を観たことを覚えていますが、この度拝見したバレエ劇はまた違った体験

の視点を与えてくれました。バレリーナンスは全体的に豪華なもので、舞台配置はきらびやかであり、ダンサーたち

の衣装はことのほか精巧で素晴らしいものでした。劇は全体を通してシーンの調度が三層の被写界深度を用いられて

おり、観客の視覚機は最大限に調整させられ、なおかつストーリーの中に入り込んでしまうというものでした。芸術

家たちの演出は細やかであり、バレエを踊る姿の移り変わりはメイン・ストーリーと連結しており、ハイレベルのア

ートテクニックを表すと同時に、叙事性と形式感とのバランスを保たせています。バレリーナンスは全編通してハイ

レベルの状態で表現され、クリエイターの求める「真・善・美」「愛・誠・調和」という人類スピリットの美しさを伝

えることに成功しています。このようなハイレベルのバレリーナンスを観賞することができて本当にうれしいです！ 

柏奕旻 

感谢后乐寮提供的宝贵观赏机会，也感谢松山芭蕾舞团的精彩表演。昔日观看迪士尼动画《睡美人》的记忆犹存，而此

次观看的芭蕾舞剧提供了别样的体验视角。整场演出的硬件堪称豪华，舞台布置流光溢彩，演员们的服装行头显出格外

精细雕琢的质感。全剧在场景调度上采用三层景深，使得观看者的视觉机制被最大程度地调度，并且忘我投入到故事中。

艺术家们的演出神态细腻，以芭蕾舞姿的变换连缀主要情节，显露高超的艺术技艺的同时，亦使得叙事性与形式感保持

相当的平衡。整场演出始终发挥着高水准的状态，作为一个整体，成功传达出创作者希冀的“真·善·美”“爱·诚·调

和”的人类精神之美。很高兴能观赏到这样高质量的演出！ 

 

 

黄暁旭 

典型的な理工系の学生として、普段バレエに接することはほとんどありません。今日は初めてバレエをじかに見て感

動しました。すばらしい体験であり、もちろんこのような高雅な芸術が人々にもたらす美というものを楽しみ味わい

ました。松山バレエ団の生徒さんたちのバレリーナンスは大変すばらしいもので、じかに見た光と音楽の組み合わせ
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も、バレエの芸術としての魅力を余すところなく細やかに表していました。松山バレエ団の公演が順調なること、ま

たさらなるご発展をお祈り申し上げます。そして後楽寮留学生事業部のくださったこの度の貴重な観賞の機会に感謝

いたします。 

黄晓旭 

作为一名典型的理工科学生，平日也很少有机会接触到芭蕾舞，今天是我第一次现场观看芭蕾舞，感觉很震撼，体验也

很棒，当然也非常享受这样的高雅艺术带给人的一种美。松山芭蕾舞团师生们的演出非常精彩，通过现场灯光与音乐配

合，也将芭蕾舞的艺术魅力展现的淋漓精致。祝松山芭蕾舞团公演顺利，发展的原来越好；也感谢后乐寮留学生事业部

提供的这次宝贵观赏机会。 

 

 

王珺暁 

後楽寮がこの度貴重なバレエ鑑賞の機会をくださったことに感謝いたします。じかにバレエ公演を観たのは私にとっ

て初めてのことで、バレエの優雅さ華やかさを十分に味わうことができました。ダンサーたちは体が細くて軽いのに、

踊りの動作はしなやかで力がこもっていました。どのポーズも絵のようにのびやかで美しいものでした。群舞は大変

そろっていて、活発で華やかな音楽に合わせ、宮廷舞踏会でのにぎやかな雰囲気を繰り広げました。主役がハイレベ

ルのダンステクニックを見せただけでなく、幕のそばのわき役すらも、常にまっすぐな姿勢を保ち、動作や表現は劇

中の配役を演じきっていました。全劇のどの瞬間も残して記念にできるものでした。このように細かい部分までない

がしろにせずコントロールしているからこそ、バレエの精巧さ華やかさという優れた点をより良く表すことができる

のでしょう。ダンスの表現力だけでなく、ドラマチックな脚本、美しい舞台背景、華やかきらびやかな衣装も舞台を

素晴らしいものにしていました。松山バレエ団の優れたバレリーナンスに感謝いたします。これからもこのようなす

ばらしい公演を観る機会がありますよう願っています。 

王珺晓 

感谢后乐寮提供了这次宝贵的芭蕾舞剧观赏机会。这是我第一次现场观看芭蕾舞表演，充分感受到了芭蕾舞的优雅和华

丽。演员们个个身材轻盈纤细，但是舞蹈动作张弛有力。每一个定格都像是画像一样舒展美丽。齐舞动作整齐划一，配

合活泼华丽的音乐，展现了宫廷舞会中热闹非凡的气氛。不仅主演展示了高超的舞蹈技巧，就连帷幕旁边的配角们，也

时刻保持着挺拔的身姿，动作神态都在演绎着剧中的角色。整场表演几乎每个瞬间都可以保存下来，留作纪念。正是这

种对每一个细节的把控，更好的体现了芭蕾舞精致华丽的优点。除了舞蹈上的表现力，充满戏剧张力的剧本安排，美轮

美奂的舞台布景，华光异彩的服饰都为整场表演增色不少。感谢松山芭蕾舞剧团的优秀表演，希望以后还能有机会可以

再看到这么优秀的演出。 

 

 

胡小春（原文のまま） 

「後楽寮」のおかげで、松山バレエ団による公演を楽しませていただきました。今まで「バレエ」というものに触れ

合うことが全くなくて、ちらりとバレエらしきものはテレビだけで見たことはありました。今回のようなおめでたい

チャンスに恵まれて、バレエの素晴らしさを肌で感じることができました。荘厳で豪華な舞台、気品ある衣裳、また

言葉で表現しきれないアーティストたちの素晴らしい演技と踊り、何度見ても飽きない舞踊劇だとつくづく思ってい

ます。本当に時間が経つのを忘れるほど楽しかったです。最後に、松山バレエ団の今後一層のご活躍を心よりお祈り

申し上げます。 

 

 

陳輝 

私たちは新宿文化センターで森下洋子／松山バレエ団／松山バレエ学校の演ずる『眠れる森の美女』を観賞しました。

主催者の賛助と後楽寮のお世話に感謝いたします。私たちは日本のアーティストのバレエという分野における造詣を

体験する機会を得て、これから日中双方が芸術文化においてさらに交流合作することを願っています。 

「ザ・ジャパン・バレエ 21」公演は松山バレエ団と松山バレエ学校の合同公演です。チャイコフスキーの輝かしい音

楽の中、『眠れる森の美女』は人の心の美しさを表現すると共に、次世代の子供たちにクラシックバレエのすばらしさ

を伝えます。 

森下洋子氏の主演を見て、私は大変深い感慨を覚えました。以前多くの子供たちがバレエダンサーに憧れ、森下さん

のようにバレエを習い始めました。現在森下さんは、もう 70 歳になりましたが、踊り続けていることを思うと、胸が

熱くなりました。森下さんは本当にこの仕事を熱愛されているのです。このような公演を見るのは私にとって初めて

でしたが、本当に感動的でした。きらきらした夢の舞台で、森下洋子さんが踊るさまはしなやかで、透き通ったレー

スがぼんやりした柔らかさを醸し出し、深い印象を受けました。 

ラストの五回のアンコールでは、バレエ団の森下さんがみんなに愛されているという雰囲気が表されただけでなく、

また会場の観客に対する感謝の思いも表され、心が温まりました。 

この三時間は大変貴重なものでした。私はもともとバレエとは別の世界にいたのですが、その世界に浸り、時間を忘
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れ、大変楽しく過ごしました。小さい頃から芸術の息吹のない生活、全く趣味のない生活、ただ何かを追いかけるだ

けの生活、を送ってきたので、バレエは大変新鮮でした。皆は私に何を追いかけているのかとよく尋ねますが、私は

未来の見えない不安や焦りなど形のないものを追っているように感じます。 

ネットでは森下洋子さんのニュースや紹介を見ることができます。彼女は大変有名なアーティストです。広島に生ま

れましたが、そこは原子爆弾の破壊を受けたところです。森下さんが物心ついたころは、世間は復興の最中で、一緒

に暮らしていたおばあさんの顔にも体にも重いやけどの跡がありました。でも彼女は楽観的で、誰も彼女が愚痴をこ

ぼすのを聞いたことがありません。彼女は練習に励み、どのステップにも真剣に取り組みました。彼女は「生きてバ

レエが踊れるのは最大の幸福」と言います。留学から戻ってきた時、ヨーロッパ各国の一流バレエ団のオファーを受

けましたが、彼女の心は動かされず、1974 年清水哲太郎氏と共に、ブルガリア barna 国際バレエコンクールに参加し、

日本人として初めての金メダルを獲得し「東洋の真珠」と言われました。 

『眠れる森の美女』は浄化された魂の輝きを表しますが、これはほかの人が王女に与えたという童話ではありません。

周りの人々の温かさがなければ、すべてを包む力がなければ、王女は目覚めることはありません。周りを見回すと、

さまざまな災難や悩みがありますが、私たちは目覚め、がんばって孤独に前進し、勇敢に未来に立ち向かわなければ

なりません。 

陈辉 

我们在新宿文化センター观看了由森下洋子/松山バレエ団/松山バレエ学校演出的「眠れる森の美女」。我十分感谢主办

方的赞助和後楽寮的支持，让我有机会体会到日本艺术家在芭蕾舞方面的造诣，也希望以后中日双方在艺术文化方面能

有更多的交流与合作。 

ザ・ジャパン・バレエ 21 公演是松山バレエ団和松山バレエ学校的合作演出。在柴可夫斯基充满光辉的音乐中，「眠れ

る森の美女」展现人心的美丽，同时也向下一代的孩子们传递古典芭蕾的光辉。 

看到森下洋子的主演，我非常感慨。记得以前很多女孩子都憧憬成为芭蕾舞演员，想要像森下小姐那样开始跳芭蕾舞。

现在，森下小姐已经 70 岁了，还在继续跳舞，总觉得胸口发热，森下小姐真的是十分热爱这一份事业。虽然这是我第一

次看这样的演出，但是演出真的很感人，这样金碧辉煌的梦幻舞台上，森下洋子跳舞的样子楚楚动人，透明窗帘巧妙利

用透漏出朦胧的温柔，给人留下了深刻的印象。 

最后约有 5 次谢幕，既表现了芭蕾舞团的森下小姐真的很受大家喜爱的氛围，也表达了对会场客人的感谢之情，心里暖

暖的。 

这三个小时都十分珍贵。我原以为芭蕾是属于另一个世界的，但是我陶醉在那个世界里，忘记了时间，所以很开心。因

为从小过着没有艺术气息的生活，过着一无爱好的生活，只是过着被什么东西追赶的生活，所以芭蕾非常新鲜。虽然大

家经常问我被什么追着，但我感觉被看不到未来的不安和焦躁等无形的东西追着。 

网上可以看到很多关于森下洋子小姐的新闻和介绍，她是一个很有声望的艺术家。她出生在广岛，唯一一个经历过原子

弹毁灭的地方。在她懂事的时候，街道正在复兴，住在一起的祖母的脸上和身体上也有严重的烧伤痕迹，但她是一个乐

观的人，别人从没听过她发牢骚。她坚持练习，任何一步都能认真完成，她说“能活着跳芭蕾舞是最大的喜悦”。在留学

归来的路上，尽管受到了欧洲各国一流芭蕾舞团的邀请。但是她的心没有被打动，在 1974 年与清水哲太郎一起参加保加

利亚的 barna 国际芭蕾舞比赛，获得了日本人第一个金奖，被誉为“東洋の真珠”。 

「眠れる森の美女」代表着被净化的灵魂的光辉，这并不是别人托付给公主的童话。如果没有对周围的温暖，没有包容

一切的力量，公主就不会苏醒。环顾四周仍有各种各样的灾难和苦恼，但我们需要清醒过来，顽强孤独地前进，勇敢地

面对未来。 

 

 

劉兆媛 

昨日松山歌舞団のバレエ公演を参観しました。大変心を打たれました。生まれて初めてじかにバレエ公演を観て、私

のバレエ白鳥の湖に対して持っていた印象と違い、もっと豊かなストーリー、もっと多元的な役割設定、もっと多彩

な舞台デザインが観衆に生き生きとしてパーフェクトな物語を広げていました。愛情は美しく気高く、妖精は天真爛

漫で可愛らしく、生活はチャレンジにあふれ、悪は正義に打ち負かされるのでした。主催団体がこのように高雅で面

白いイベントをしてくれたことに感謝いたします。これからも皆と一緒に多くのこのようなイベントに参加したいと

思います。 

昨天参观了松山歌舞团的芭蕾舞蹈演出，感觉非常震撼。这是我有生以来第一次在现场观看芭蕾舞蹈演出，它不同于我

对于芭蕾舞蹈天鹅湖的固有的印象，而是以更丰富的故事情节、更多元的角色设定、更多彩的舞台设计向观众展现了一

个生动而完整的故事。爱情是美好而高尚的，小精灵是天真而可爱的，生活是充满挑战的，但邪恶是会被正义打败的。 感

谢主办方组织这样高雅有趣的活动，希望以后可以和大家一起参加更多类似的活动。 

——刘兆媛 

 

 

袁牧杭（原文のまま） 

本日は素晴らしい ballet へお招きいただきありがとうございました。バレエダンサーの方全員の素晴らしいバレリー
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ナンスに大変感謝いたします！そしてこのようなすばらしいステージをまた見る機会が欲しいです。    

本日は素晴らしい ballet へお招きいただきありがとうございました。非常感谢全体芭蕾舞者精彩的表演！ 同时希望

能再有机会观看此类镜精彩绝伦的演出。 

——袁牧杭 

 

 

李天 

幸いにも松山バレエ団の舞台を見ることができて、たくさん学ぶところがありました。夢のような舞台、ダンサーの

美しい踊り、心を打つメロディ、どれも美への極限までの追求を表していました。舞台に開いた絢爛たる花は、どれ

も汗を注いで咲かせたものでしょう。私は美の意義はただ人にショックと感動を与えるのみならず、人に生活と現実

を改めて考えさせるところにもあると思います。美は空を駆ける馬を想像する力ばかりでなく、むしろ細部に至り研

鑽することからエッセンスを得ることにあります。踊りであろうといかなる芸術創作、敷いては私たちの仕事や勉強

であろうと、精進を追求することは皆一種の美でしょう。主催者の方と寮委員会の組織に対し心から感謝いたします。

これからもこのようなイベントに参加したいです。 

有幸观看松山歌舞团的芭蕾舞表演，获益良多。梦幻的舞台背景，舞者优美的舞姿，动人的旋律，无一不体现了对美的

极致追求。舞台上绽放的绚丽花朵，无一不是汗水浇灌得来。我想美的意义不仅在于给人以震撼和感动，也在于让人重

新思考生活与现实。美不仅是天马行空的想象力，更是在对细节的打磨中精益求精。无论是舞蹈表演还是任何一种艺术

创作，甚至我们的工作学习，对精进的追求都不失为一种美。衷心感谢主办方的支持与寮委的组织，希望今后还有机会

参加这样的活动。 

——李天 

 

 

姚江鴻 

生まれて初めてバレエ劇を観ました。以前はただ純粋のバレエダンスを観ただけでしたから、ショックを受けました。

この劇はステージの美しさ、音楽あるいはダンサーのプロ素質が一流だと言えるでしょう。しかし門外漢の私が個人

的に一番気に入ったのはヒロインのソロ部分でした。バレエというダンススタイルを用いて一人の女性の気高く優雅

そしてあどけない愛らしさが表されていて、大きなストーリー全体の中でも突出していました。主催者の方々と夏先

生が私たちに下さった恩恵に感謝すると共に、このたびリーダーとして舞台を見せてくれた姜淼さんに感謝いたしま

す。   

生平第一次看芭蕾舞剧，以前只看过纯粹的芭蕾舞，因此很震撼。该剧无论舞美、配乐还是舞者的专业素养都堪称一流。

不过作为门外汉个人最喜欢女主的 solo 部分，用芭蕾的舞蹈形式表现了一个女人的高贵优雅和俏皮可爱，在整个宏大的

剧情里面也不突兀。感谢主办方和夏老师为我们争取的福利，也感谢此次带队观看演出的姜淼同学。 

——姚江鸿 

 

 

崔娜 

昨日私は人生において初めてバレエの舞台を観ました。私の全体的印象は「とてもきれいだ！」ということでした。

まず、舞台背景、ライトの効果、衣装、さらに音楽、ダンサーの踊り、これらの要素がうまく溶け合い、私を童話の

世界へといざない、三時間近くも、ずっとその中に浸かっていました。それから、ダンサーたちのテクニックは言う

までもなく、仕事に対する精神に感動させられます。毎回公演が終わった後、彼らは美しい姿で何度もお辞儀をし、

観衆に感謝を表しますが、この点でも私は感動します。さらに、森下洋子女史が自分の人生をかけて磨いてきたバレ

エの美しさに、深い敬意を表したいです。人の一生は自分が一番好きなひとつのことをすれば充分なのですね！最後

に、各方面の方のご援助によって、私は美しい薫陶を得ることができ感謝申し上げます。これからもこのような機会

を希望いたします！   

昨天是我人生中第一次现场观看芭蕾舞表演，我的整体印象就是“太美了！”首先，舞台背景、灯光效果、服装，再配上

音乐、演员的舞蹈，这些因素有效融合，把我带入到了童话世界，近三个小时，我一直沉浸其中。其次，演员的表演技

艺自不待言，他们的敬业精神也让人感动。每节演出结束后，他们都会以优美的姿态再三鞠躬，向观众表示感谢，这一

点也深深触动了我。再次，森下洋子女士用自己的一生演绎芭蕾之美，我对她深表敬佩！的确，人的一生做好自己最喜

欢的一件事也就够了！最后，谢谢各方提供的支持，让我有幸得到了美的熏陶。希望今后还有这样的机会！ 

——崔娜 

 

 

張玉浩 

来日後初めてバレエを観ました。主催者の方がくださった得難い機会に感謝いたします。私は芸術には国境がなく、

年齢もないということを実感させられました。『眠れる森の美女』 
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という、耳慣れていてどの人の子供の頃の思い出の中にもある童話が、松山バレエ団と先生方と子どもたちの心のこ

もったバレリーナンスによって、夢のような舞台効果を表現しました。三時間の舞台の中で拍手は絶えることなく、

皆深くその中に浸り、ヒロインの境遇に共にはらはらしました。このように貴重な機会をいただき踊りという芸術の

世界に近づき、私はこれからもこのようなイベントに参加したいものだと期待させられました。主催者の方々に再重

ねて感謝いたします！   

来日后第一次去观看了芭蕾舞剧，感谢主办方提供的难得机会，让我体会到了艺术无国界，艺术无年龄。《睡美人》这样

一部耳熟能详，存在于每个人的童年回忆里的童话故事，经过松山芭蕾舞团的老师及小团员们倾情演绎，展现出如梦似

幻的舞台效果。三小时的演出过程中现场掌声不断，大家都深深沉浸其中，跟随公主的经历一起跌宕起伏。拥有这次宝

贵机会走近舞蹈艺术的世界，不禁让我更加期待今后的日子里也可以参加此类活动。再次感谢主办方！ 

——张玉洁 

 

 

陸嘉 

主催者の方が下さった貴重な機会に感謝いたします。私は松山バレエ団公演の魅力を改めて感じました。舞台上にお

ける一分は舞台下の 10 年、のおかげです。すべての踊りは三時間近くの長さでしたが、ダンサーの方々のひたむきさ

は初めから終わりまでずっと変わることがありませんでした。彼らの舞台に対する情熱は、その場にいたすべての人

に伝わったに違いありません。音楽は悠揚だったり沈んだものであったり、光と影が交錯する夢幻のシーンにおいて

『眠れる森の美女』のような百年を超えたバレエの佳作は、遠く異郷にいる我々にも美しさを感じさせてくれました。

主催者の方が我々にこのような貴重な機会を下さったことにもう一度心から感謝いたします。   

感谢主办方提供的这次宝贵的机会，让我再一次感受到松山芭蕾舞团演出的魅力。台上一分钟，台下十年功。虽然整场

演出时长接近三个小时，演员们的专注忘我却从开头一直贯彻到了结尾。我相信他们对演出的热情肯定感染了在场的每

一个人。乐声或悠扬或低沉，在光影交错的梦幻场景中，《睡美人》这样一部逾越百年的芭蕾舞佳作，给远在异乡的我们，

带来了美的感受。再次感谢主办方为我们提供这样的宝贵经历。 

——陆嘉 

 

 

孫小寧 

まず、主催者の方が私たちに松山バレエ団のバレエ公演を見る機会を下さったことに感謝いたします。『眠れる森の美

女』はよく耳になじんだ童話の物語です。本の中の文字からバレエの形式で表されることになり、舞台効果とバレリ

ーナの美しい姿ときびきびした動きは深い印象を残しました。舞台の配置とバレリーナのフォーメイションおよび物

語のストーリーの変化起伏に伴奏される音楽は心に染み入り、バレエはほかの方法で私にずっと昔に呼んだ物語を思

い出させ、私の物語に対する理解と認識を深くしてくれました。松山バレエ団の方々が私たちにもたらしてくれた視

覚聴覚による宴にもう一度感謝申し上げます。 

感谢主办方提供机会使我们有幸观看松山歌舞团的芭蕾舞表演。睡美人是一个耳熟能详的童话故事，从书中的文字到以

芭蕾舞的形式呈现，舞台效果及表演者优美的舞姿灵动的身影都给我留下了深刻的印象。舞台的布置表演者的阵容及随

故事情节而跌宕起伏的音乐都深入人心，芭蕾舞以别样的方式带我重温了多年前读到的故事而且深化了我对故事的理解

和认知。再次感谢松山歌舞团带给我们的视听盛宴。 

——孙小宁 

 

 

周英鈺 

松山バレエ団の踊りを観たのはすでに三回目です。主催者の方が機会をくださったことに大変感謝しております。今

回観たのは有名な眠れる森の美女でした。シーンは華やかで踊る姿は美しく、感じさせられたのは青少年ダンサーや

バレリーナたちのバレエに対する情熱でした。年少のダンサーやバレリーナたちも見劣りせず、舞台の上で跳躍旋回

し、生命を謳歌していました。どのシーンも細部まで余すところなく描かれ、深い印象を残し、私の視野を広げ、芸

術に対してより多く理解することができました。松山バレエ団の踊り手職員各位のご厚情と貢献に心より感謝いたし

ます。     

已经第三次观看松山芭蕾舞团的舞剧了 十分感谢主办方能够提供机会 这次观看的是著名的睡美人 场景华丽多姿 舞姿

优美动人 令人感触的是 青少年舞者对于芭蕾舞的执着 小演员们毫不逊色 在舞台上旋转跳跃 是对生命的讴歌 每个场

景都刻画得淋漓尽致 让人沉浸其中 希望再有机会能观看此类演出。 

——周英钰 

 

 

黄蓓佳 

昨日松山バレエ団の『眠れる森の美女』バレエ公演を観る機会に恵まれました。その豪華で夢のようなストーリー、
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強い出演者のラインナップは深い印象を残しました。『眠れる森の美女』はチャイコフスキーの不朽の名作であり、ク

ラシックバレエの古典代表作であり、舞踏、劇、音楽の三者をパーフェクトに結び付けたものです。ダンス劇の中に

バレエの異なる形式、ソロ、ペア、群舞を溶け込ませ、ストーリー進行につれ、音楽伴奏は、喜びを表現したり緊張

をかもしたり知らず知らずのうちに私を舞台劇の中に溶け込ませ、自分も一緒に踊りだせたらと願わせます。その中

でペアのダンスは私のバレエに対するもともとのイメージを変えさせ、男子がバレエを踊るのもこれほど美しいもの

なのかと認識させました。ダンサーの爽快な動作、力強いリズムはバレリーナの柔らかく気高い感じとは違い、別の

味わいがありました。感動させられたのは、松山バレエ団の今回の出演者の中に少なからぬ学習クラスの児童がいた

ことです。バレエ団の学生に対する育成と配慮を感じ、松山バレエ団がダンス教育、美の継承に身を入れ配慮してい

ることが感じられました。今回の『眠れる森の美女』バレエ公演は、私のバレエに対する認識を増し、美を感じる機

会を与えた、幸福な体験でした。日中児童友好交流後援会と後楽寮がこのように貴重な機会を私たちに下さったこと

に大変感謝いたします。視覚面聴覚面ともに素晴らしい宴を楽しむことができました。     

昨天有幸观看了松山歌舞团的《睡美人》芭蕾舞表演，其豪华而梦幻的剧情，强大的演员阵容，让人印象深刻。《睡美人》

是柴科夫斯基作曲的不朽名著，是芭蕾舞的精典代表作，将舞蹈、戏剧和音乐三者完美地结合起来。舞剧中融入了芭蕾

舞的不同形式，单人舞，双人舞，多人舞，随着剧情的推进、音乐的伴奏，或表现欢快，或呈现紧张，不知不觉让观者

我也融入舞剧的世界，希望自己也能一同翩翩起舞。其中的双人舞，让我一改原来对芭蕾舞的印象，见识到原来男子跳

芭蕾也那么美，舞者畅快的动作，有力的节奏，与女子芭蕾的柔美高雅感觉不同，也别有韵味。让人感动的是，松山歌

舞团的这次表演者中有不少学习班的儿童，感受到了对舞团对学生的认真培养与关切，感慨于松山歌舞团投身舞蹈教育，

对美的传承的用心。这次的《睡美人》芭蕾舞表演，让我对芭蕾舞多了一份认识，有机会感受美，融入美，是一次幸福

的体验。非常感谢日中儿童友好交流后援会和后乐寮为我们提供这样宝贵的机会，享受了一场视觉和听觉的盛宴。 

——黄蓓佳 

 

 

鄭力 

主催者がチケットを下さり松山バレエ団のすばらしい公演『眠れる森の美女』を見せてくださったことに感謝いたし

ます。小学校の時グリム童話版の本で『眠れる森の美女』を読んだことがありますが、物語のあらすじに深く引き付

けられました。松山バレエ版の『眠れる森の美女』はオリジナルにクリエイティヴな改編をしたもので、物語をさら

に緊張感あるすばらしいものにして、観衆に豪華な視覚聴覚の宴を与えてくれました。最後に、バレエダンサー全員

の素晴らしいバレリーナンスに感謝いたします！松山バレエ団がこれからも手本の役割を発揮されますように！  

感谢主办方给予的门票，能让我有幸观看由松山芭蕾舞团表演的《睡美人》。小学时就阅读过格林童话版本的《睡美人》，

那时就被故事中的情节给深深吸引。松山芭蕾舞版本《睡美人》对原始版本进行了创意性的改编，使故事情节更加紧凑

与精彩，为观众奉献了一场美轮美奂的视听盛宴。最后，感谢全体芭蕾舞者精彩的表演!祝松山芭蕾舞团继续发扬榜样作

用! 

——郑力 

 

 

張瑞婷 

主催者の方がこの機会を下さったこと、松山バレエ団のすばらしい公演を二回目に見られたことに感謝いたします。

以前のうら悲しくしなやかな『ジゼル』と異なり、『眠れる森の美女』はハイレベルの顔ぶれでの華やかな踊りの美し

さには讃嘆させられました。ヒロイン森下洋子氏は 70 を超えてもダンステクニックは変わらず素晴らしいもので、群

を抜き、パーフェクトにオーロラ姫の軽やかで活発な様子を演じ、この背後にはどれほどの汗とねばりがあったこと

か想像することもできません。六人の妖精のソロ、グランフェッテ・アン・トールナンは注目され、純潔、天真、勇

敢という異なる性格の特徴を余すところなく伝えました。群舞シーンは盛大で、まだ学習中の学生たちが少し若い踊

りを見せ生き生きとしていることが見てとれます。松山バレエ団と松山バレエ学校のすべてのダンサーおよびバレリ

ーナたちに心より感謝申し上げ、バレエ団が今後より一層すばらしいものとなりますようお祈り申し上げます。 

感谢主办方提供的这一机会，有幸第二次观看松山芭蕾舞团的精彩表演。与此前凄婉柔美的《吉赛尔》不同，《睡美人》

超群的阵容，华丽盛大的舞美令人赞叹。女主森下洋子年愈七旬，舞技却依旧高超精湛、力压群芳，完美演绎了爱洛公

主的轻盈活泼，难以想象这背后会是多少的汗水与坚持。独舞六仙女们的挥鞭转令人瞩目，将纯洁、天真、勇敢的不同

性格特点挥洒尽致。群舞场面恢弘盛大，可以看出尚在学习的学员们略显青涩的舞姿仍难掩勃勃生机。衷心感谢松山芭

蕾舞团和松山芭蕾学校的所有舞者，祝福舞团越办越好。 

——张瑞婷 

 

 

郭燕梅(原文のまま) 

回転、ジャンプ…恐らく数多くの少女たちの夢に違いがありません。昨日の午後、日中児童友好交流会賛助会から

バレエ公演のチケットをいただき、「夢の王国」、「眠れる森の美女」という素晴らしい公演を拝見させていただきまし
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て、本当に感謝しております。 

出演の松山バレエ団が「芸術は人々の幸せのためにある」という思いをむねに、舞台芸術を通じて感動を人々に伝

えていることにまず感心します。もともと、バレエは踊りや音楽により表現する芸術で、言葉がないにしても、演じ

ている物語の中身は観客に伝えられます。松山バレエ団の出演はもっと素晴らしいです。舞台は豪華で、音楽は時に

は緊張し、時には緩るくなります。また、出演するダンサーは 200 人超えるほど、規模が相当大きいです。 

バレエには門外漢の私としては、以上の感想以外に、最も感動したのは、その公演のための練習です。一曲を舞台

に上げるためには、何時間もの練習、同じところを何度も繰り返すことだろうか。また、後半では、子供たちも出演

しましたが、綺麗な女の子の中に、一人の男の子がそこにいます。その子は笑顔で、自信満々で踊っている映像は一

番印象深かった。 

 

 

王玲 

松山バレエ団の『眠れる森の美女』は二時間余りに及び、ステージの背景は良くできていて、ダンサーの規模は大き

く、勢いがあり、衣装は華やかで美しく、ダンスの姿は美しく、拍手は絶えず、私たちを童話の世界へといざない、

私たちが子供の頃時折憧れたプリンスとプリンセスの幸福な物語の美しい思い出を思い起こさせました。松山バレエ

団は長期にわたり舞台芸術を通してそのあがめるところの「真・善・美」「愛・誠・調和」「利他」という理念を見せ

てくれました。私たちはダンサーのすばらしいバレリーナンスを鑑賞すると同時に、バレエへの情熱を切実に感じ、

彼らの表現する「愛」、「美」と「ハーモニー」を感じ、生活のすばらしさと人生の面白さを感じました。松山バレエ

団が私たちの日常生活に与えてくれた芸術の宴と素晴らしい体験に感謝いたします！日中児童友好交流後援会と後楽

寮が私たちのために機会を作り異国で共に忘れがたい中秋節を過ごせたことに感謝いたします! 

松山芭蕾舞团的“睡美人”舞剧长达两个多小时，舞台布景精良，演员规模盛大、气势恢宏，服装华丽优美，舞姿美轮

美奂，赢得现场掌声不断，带领我们走进了美妙的童话世界，勾起了我们对童年时常憧憬王子公主幸福故事的美好回忆。

松山芭蕾舞团长期致力于通过舞台艺术来展现其所尊崇的“真、善、美”“爱、诚、和谐”“利他”理念。我们在欣赏舞

者们的精湛表演的同时，切身感受到了他们对芭蕾舞的热爱和激情，感受到了他们所要表达的“爱”、“美”与“和谐”，

感受到了生活的美好和人生的趣味。感谢松山芭蕾舞团给我们日常生活带来的艺术盛宴和精彩体验！感谢日中儿童友好

交流后援会和后乐寮为我们创造机会在异国他乡度过了一次难忘的中秋佳节！ 

——王玲 

 

 

楊緒峰（原文のまま） 

帰国前に一度バレエを見たことができたのは、感謝の気持ちがいっぱいです。舞台の上での子役の長らく厳格な訓練

で培われた表現力に心を打たれました。公演全体は素晴らしかったですが、時間が少し短縮したら、初心者にとって

より楽なのではないかと思います。とにかく、とてもありがたい体験でした。 

  

 

趙華 

新宿文化センターにおいて行われた、森下洋子と松山バレエ団の合同公演『眠れる森の美女』は、後楽寮が寮生を組

織して見に行きました。舞台配置が大変立体感があり、演技者の美しい踊りと伴奏によって王女が百年の眠りにつか

され最後に王子のキスで目覚めるという物語が表されます。観衆は静かにしていたり、熱烈な拍手をしたりします。

ステージに作られた童話の世界の中で、観衆は俗世の悩みを捨ててステージに入り込み、童話のような純真な夢をみ

ているようでした。これは『グリム童話』の物語から出ているのですが、時空を超え様々な国において異なった形式

で広く伝わり、人類の良き願望を訴え、人類が共同で善と美を守る努力を証言しているのです。深く考えさせられる

のは、王女と宮廷を救うのは超人の力を持つ妖精が魔女を倒すのではなく、普通の肉体を持った王子が魔女と戦って

倒してから王女にキスをした（今日のバレエはこのように描かれていました）からで、人類の救いはやはり人類自身

の勇気と愛によって行われるのです。 

在新宿文化中心，森下洋子和松山芭蕾舞剧团联合出演《睡美人》，后乐寮组织寮生前往观看。舞台布置极具立体感，演

员优美的舞姿和音乐的合奏傾情演绎着公主被女巫施咒沉睡百年而最终在王子亲吻下苏醒的故事。观众时而安静沉寂，

时而报以热烈掌声。在舞台演出营造的童话世界中，观众似乎抛却了俗世的纷扰而被代入其中，仿佛正在做着一个童话

般的纯真之梦。这则出自《格林童话》的故事，跨越时空在诸多国家以不同形式广为流传，也诉说着人类的良好愿望，

见证着人类共同守护善与美的努力。值得深思的是，拯救公主和整个宫廷的不是具有超人力量的仙女直接击败女巫，而

是凡身肉胎的王子奋力搏击杀死女巫然后亲吻公主（今天的芭蕾舞剧是这样来演绎的），可见人类的救赎最终还是需要人

类自身的勇气和爱来完成。  

——赵华 
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雷続 

人生で初めてバレエを観ましたが、華やかなステージにこのように感動し味わうことができました。手は拍手をしす

ぎてマヒしたくらいです。本当にラッキーでした。寮がこのような機会をくれたことに感謝します。演技者たちの踊

りは大変すばらしく、どのジャンプも安定していて、舞台の陰でどれほど努力したかわかりません。私も一生懸命勉

強しようと思わされました。もう一度感謝いたします。 

人生中第一次看芭蕾舞，就能欣赏到如此震撼华丽的演出，手都鼓掌鼓麻了，真的很幸运，感谢寮里提供这次机会。演

员们的表演令人叹为观止，每一次的旋转跳跃都能平安落地，不知道台下付出了多少努力，让我不禁想要努力学习。再

次感谢。 

——雷续 

 

 

彭峻烽 

小さい頃グリム童話読んだ時、眠れる美女の物語は深く心に刻まれました。今日機会あってじかにバレエという方式

でこの古典を味わい、その昔初めて味わった美しさが思い出され、大変感動しました。 

公演の内容は完全に理解できたわけではありませんが、バレエのもたらす直感的美しさは来た甲斐があったと感じさ

せました。後楽寮が今回の機会をくれたことに感謝します。これからもこのようなイベントにできるだけ参加したい

と思います。 

小时候看格林童话的时候，睡美人的故事就深深地刻在了脑海中。今天有机会能在现场通过芭蕾舞剧的方式重温这一经

典，唤起那份最初的美好，内心十分激动。 

虽然表演的内容并不能完全理解，但是芭蕾带来的直观美感便已经让人觉得不虚此行。真心感谢后乐寮提供的这次机会，

希望以后还能多多参加类似的活动。 

——彭峻烽 

 

 

胡雨寒 

松山バレエ団のバレエ公演はずっと後楽寮の大きな中日文化交流活動です。今日はそれに参加する機会を持てて大変

光栄でした。初めて近距離でバレエを観た素人としては、同行した同級生たちのように専門的で面白い評論を出すこ

とは難しいですが、三時間にわたる公園の中で、ダンサーの方たちの成熟した美しい身体言語から、『眠れる森の美女』

の物語の起承転結を味わい、物語の人物の無言ながら激しい感情を聞き取りました。伝説の童話物語に浸りながら、

時間を超えた愛と美の共鳴を分かち合い、本当に忘れがたい芸術体験でした。松山バレエ団と後楽寮のくださったこ

のように貴重な体験の機会にもう一度感謝いたします！          

松山歌舞团的芭蕾舞演出一直是后乐寮的一大中日文化交流活动，今天有幸能参加到其中我感到非常荣幸。作为第一次

近距离欣赏芭蕾舞表演的外行人，很难像同行的同学们一样提出专业而有趣的评论，但在长达三个小时的表演中，从舞

蹈演员们成熟优美的肢体语言中，我品尝到了来自《睡美人》故事的起承转合，聆听到了故事人物们无声而激烈的感情。

沉浸在传说的童话故事中，分享穿越时间的爱与美的共鸣，真的是一段令人难忘的艺术体验。再次感谢松山歌舞团和后

乐寮提供如此珍贵的体验机会！ 

——胡雨寒 

 

 

劉素敏 

これは私にとって二度目のバレエ鑑賞でした。70 歳に近い女性がバレエをしていることを初めて知り、大変驚きまし

た。彼女の制御とねばりは大変得難いものです。ですから今回申し込みました。幸運にも、二回目の機会をいただい

て感謝します。このように詩のような美しいシーンそして素晴らしい出し物がとても好きです。 

这是我第二次参观芭蕾舞，第一次得知有一位年近七旬的老奶奶在跳芭蕾舞我特别震惊，觉得她的自律与坚持非常难得。

所以这一次又报名了，很幸运，很感谢能给第二次机会。很喜欢这次如诗般的美景，以及精彩演出。 

——刘素敏 

 

 

 
謝辞 

本公演へのご招待をいただきました松山バレエ団、橋渡しをしてくださった大梧美代子様、招待者募集と感想文作成にあたり、

公益財団法人 日中友好会館留学生事業部長 夏瑛 様および後楽寮寮長 姜駿 様に多大なるご支援とご協力をいただきました。 

また、感想文の翻訳にあたり特定非営利活動法人 日中児童の友好交流後援会翻訳協力者神谷純子様にご協力いただきました。 

ここに改めて厚く御礼申し上げます。 

2019 年 9 月 19日 特定非営利活動法人 日中児童の友好交流後援会 
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ご招待日時： 9月 15日（日）午前 11時 30分～ 

      9月 15日（日）午後 16時 30分～ 

公演：ジャパンバレエ 21 

松山バレエ団および松山バレエ学校共演 

場所：新宿文化センター 

「ジャパンバレエ 21」」公演 

https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=53884  

《当サイトより紹介文を引用》 

   ザ・ジャパン・バレエ21公演は、今年初演から30年目を迎える松山

バレエ団と松山バレエ学校のコラボレーション公演です。 

松山バレエ学校の生徒・若手団員・教師の出演で『眠れる森の美女』

をお届けいたします。 

全員で創造の熱い想いを分かち合い、チャイコフスキーの輝きに満ち

た音楽に乗せて、人の心の美しさを描き出します。 

次代を担う子供たちにクラシックバレエの輝きを伝える場でもあるこの

公演、ぜひ広くお楽しみいただければと思います。 
 

演目  「夢の王国」より 

      「眠れる森の美女」より グランドセレクション   

 

 

The Japan Ballet 21 
 

 

 

 

 

 


