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日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門 

第 40 回全国創作舞踊研究発表会（オンライン大会）  

 

Ⅰ 開催要項 

 

１．概要 

(1) 趣 旨 

全国の教員養成系大学、舞踊文化・舞踊教育関連大学に所属する教員並びに学生が、舞踊教

育に関する実践と研究の発表、ワークショップを共有することによって、教員と学生の理論的

実践的な資質や能力の向上を図る。また、学校や地域において舞踊教育が当面する課題につい

て情報交換、研究討議することによって、全国の保健体育指導者の育成と充実を図り、保健体

育の発展に寄与することを期する。 

 

(2) 主 催  日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門  

日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門舞踊研究会 

   主 管  第 40 回全国創作舞踊研究発表会実行委員会 

   

(3) 期日・内容（予定） 

   

   令和 2（2020）年 12 月 19 日（土）            

  9:00－11:00 

11:00－12:00 

12:10－12:40 

      13:00－14:30  

      14:40－16:10 

            16:30－19:30 

会員研究発表会        10:00－11:30 学生交流会 

プロジェクト研究     

総会（事前書面審議）                    

ワークショップ１ 

ワークショップ２ 

ダンス作品発表会 

 

 

(4)  開催方法    

全て Zoom 等を使用したオンライン会議で開催予定。 

会員研究発表会は同期型で開催予定。 

 

(5) 大会役員 

    大会会長： 神戸 周  日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門代表     

    大会副会長・実行委員長： 細川江利子 

日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門舞踊研究会会長  

                   （埼玉大学教育学部）       

    実 行 委 員     ： 舞踊研究会理事 

           木山慶子(群馬大学) 熊谷佳代(岐阜大学) 廣兼志保（島根大学） 

山崎朱音(静岡大学) 成瀬麻美(愛知教育大学) 

   

 (6) 大会事務局 

岐阜大学教育学部保健体育講座  熊谷佳代 

〒501-1193 岐阜市柳戸 1-1         

℡：058-293-3124 Fax：058-293-2285 E-Mail：kayo@gifu-u.ac.jp 
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(7) 参加費等 

１) ダンス作品発表会参加費 

 

２）会員研究発表会参加費 

 

３）ワークショップ受講料 

 

４) 舞踊研究会年度会費 （令和 3 年度分） 

○教員・学生１作品参加の場合 

○教員・学生２作品参加の場合 

○教員会員 

○当日会員・研究発表の院生 

○WS １コースにつき 

 

 

3,000 円 

3,000 円 

2,000 円 

1,000 円 

1,000 円 

 

5,000 円 

 

(8) ワークショップ 

 

１）「藤田善宏ダンスワークショップ 日常をおどる」 

  藤田善宏先生：13:00－14:30 

  

 ２）「ソマティック・ムーヴメント/ダンス ワークショップ ～内と外のつながり～」 

  橋本有子先生：14:40－16:10 

 

２. 申込要領 

 
(1) 各申込用紙での申込・諸料金等の納入について 

  (2) の各申込用紙（フォーム）での申込期限・諸料金等の納入期限にしたがって、申し込

み、納入して下さい。 

〈留意事項〉  

 ・申込・納入期限の厳守をお願いいたします。 

・納入された代金は、原則として返金できません。 

・参加大学には、大会要領として最終報を 12 月上旬にメールにて連絡致します。また、諸

連絡も教員宛にメールにて連絡致します。 

 

(2) 各申込用紙での申込期限・諸料金等の納入期限 

 

 

申 込 項 目 申込期限 申込用紙 費 用 納入期

限 

１．大会参加申込（学生１作品・教員） 

        （学生２作品・教員） 

  （教員会員） 

        （当日会員・研究発表の院生） 

２．会員研究発表申込 

３．ダンス作品発表申込・出演者数 

8/31(月) No.1 済 

3,000 円 

3,000 円 

2,000 円 

1,000 円 11/27 

(金) 

４．ダンス作品発表会出演者数（確認） 

５．会員舞踊研究会年度会費（令和 3 年度分） 

 

11/27(金) 

No.1-2  

5,000 円 

６．ダンス作品プログラム原稿 

７．会員研究発表演題・抄録プログラム用原稿 

８．ワークショップ参加者 

11/27(金) 

No.2 

（Google 

フォーム） 

    

WS 1 コース    

1,000 円 

11/27 

(金) 

９．授業作品及びクラブ作品動画 

12/11(金) 

No.3

（Google 

フォーム） 

 

 

10．会員研究発表用資料データ 
12/17(木) 木山宛 
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(3) 申し込み・連絡先 

① No.1-2（11 月 27 日〆切） 

E メールに添付し熊谷宛に送信してください。 

岐阜大学教育学部保健体育講座  熊谷佳代 

〒501-1193 岐阜市柳戸 1-1         

Tel：058-293-3124 Fax：058-293-2285 E-Mail：kayo@gifu-u.ac.jp 

 

② No.2（11 月 27 日〆切） 

下記の google フォームに記載し送信してください。 

https://forms.gle/vyKNhbd2rEKyxHGM8 

 

③ No.3（12 月 11 日〆切） 

下記の google フォームに記載し送信してください。 

https://forms.gle/KczYHjRfvGkiPAfp7 

 

④ 会員研究発表用資料データ（12 月 17 日〆切） 

E メールに添付し木山宛に送信してください。 

群馬大学共同教育学部保健体育講座  木山慶子 

〒371‐8510 群馬県前橋市荒牧町 4 丁目 2 番地 

Tel/Fax：027-220-7325    E-Mail： kkiyama@gunma-u.ac.jp 

 

 

(4) 諸費用の納入先 

   下記の口座へお振込みください。 

ゆうちょ銀行  記号１０６３０ 番号０１５９８７２１ 

口座名称 ﾌﾞﾖｳｹﾝｷｭｳｶｲ 

 

他金融機関から 店名０六八（ｾﾞﾛﾛｸﾊﾁ） 店番 068  普通預金 

 口座番号 ０１５９８７２ 

 

  ※なお振り込みの際は、○○大学○○○○と、大学名送金者がわかるようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本大会のご案内は、本研究会がデータベースとして保存・管理をしております会員の個人

情報をもとに送付させていただきました。ご提供いただいた個人情報は、本会が主催（共催

等）する大会のご案内や所連絡をする目的のみに使用し、法に定める場合を除き、ご本人の

同意を得ることなく第三者に開示することはいたしません。なお、個人データに関し、ご本

人からのお申し出があった場合は、速やかに更新もしくは抹消をさせていただきます。お申

し出は、事務局までご連絡をいただけますようお願いいたします。 

事務局：〒501－1193 岐阜市柳戸1-1  

            岐阜大学教育学部保健体育講座 熊谷佳代研究室気付  

           日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門 舞踊研究会 

 

mailto:kayo@gifu-u.ac.jp
https://forms.gle/vyKNhbd2rEKyxHGM8
https://forms.gle/KczYHjRfvGkiPAfp7
javascript:%20mailViewer.compose(%22kkiyama%40gunma%2Du.ac.jp%22);
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Ⅱ 参 加 要 項 

 

１. ダンス作品発表会 
１） 概要   

・ダンス作品発表は、No.1（Google フォーム）で参加申込された大学に限ります。 

・作品題名等、プログラム用原稿等は No.2（Google フォーム：11 月 27 日必着）に必要事項を

記入し、送信してください。 

・プログラムの出演順は、作品の傾向、人数等を考慮して決定します。事前の通知はありませ

ん。 

・作品時間は 6 分以内とします。変更がある場合のみ通知します。 

・ダンス作品発表会の映像のビデオ撮影や写真撮影･録音は厳禁です。 

・作品発表に関する問い合わせ、参加取り消し等は、必ず文書で申し出てください。 

 

２）作品発表に関する事項 

(1) 動画規定・注意事項 

・撮影場所は体育館、舞台、屋外等どこでも可能ですが、撮影が禁じられている場所（公道や

公園など）では、撮影は行わないでください。また、撮影に当たっての注意事項や条件があ

る場合は、それらを遵守してください。 

・撮影にあたっては、周囲の人に迷惑がかからないよう十分注意して行ってください。 

・編集はしてもしなくてもよいです。 

・集会形式での授業やクラブ活動ができない場合は、Zoom などの録画機能を使ったり、個人が

踊った動画を繋ぎ合わせたりなどした作品でもよいです。 

・作品の内容や制作方法について、知的財産権保護や個人情報保護の観点のほか、社会の常識

に照らして不適切と判断される場合には、そのことを会員に通知し、作品を公開しません。 

・撮影等における事故の防止、急病・けが人等発生時の対応については、各大学の責任におい

て必要な対策を講じてください。撮影等に伴う事故、傷病等については、本会は一切責任を

負いません。また、新型コロナウイルス感染予防対策についても、各大学の感染予防対策ガ

イドラインを遵守し、必要な対策を講じてください。 

(2) 動画撮影 

・スマートフォンもしくはビデオカメラで撮影してください。 

・横位置（カメラを横にして撮影）の動画にしてください。 

・編集ソフト・アプリなどを使用した場合、形式は 2 つ（MP4、MOV）のいずれかのフォーマッ

トで提出してください。 

・解析度は以下のようなものがありますが、720p：1280×720 が基本でこれ以上のもので提出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 動画送信方法 

・動画ファイルの名前を【大学名・授業 or クラブ作品・タイトル】にしてください。 

例：愛知教育大学・授業作品・踊る RAKUGO 

・各作品動画の中に大学名や作品名等の文字を入れる必要はありません。大学名・作品名・作

品解説を記載した映像をこちらで準備して、各作品動画の前に流します。 

・動画はギガファイル便（https://gigafile.nu/）でアップロードし、URL を作成してくださ

い。授業作品とクラブ作品の 2 作品を発表する大学はそれぞれ１つずつの URL を作成してく

ださい。 

・No.3（Google フォーム：https://forms.gle/KczYHjRfvGkiPAfp7）にアップしたデータの URL

動画の解像度 

1080p: 1920x1080 

720p: 1280x720 

480p: 854x480 

360p: 640x360 

240p: 426x240 

https://gigafile.nu/
https://forms.gle/KczYHjRfvGkiPAfp7
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を記載し必要事項を入力し送付してください。期日は 12 月 11 日（金）までです。 

(4) 動画の公開に関して、12 月 19 日（土）のダンス作品発表会の参加者のみに Zoom のチャッ

トに動画の URL を載せ公開します（URL 公開時間 16：30～19：30）。動画は、12 月 20 日（日）

の 16 時まで視聴可能とします。 

   

３）大会プログラム用原稿記入上の注意事項（申込用紙 No.2 Google フォーム） 

  下記要領にもとづいて記入し、google フォームで送付してください。 

・プログラムに載せる作品題名を記入してください。「ふりがな」は作品題名の読み方でプロ

グラムに記載されません。「ルビ」はプログラムに記載されるため、必要な場合は記入して

ください。 

・作品解説を 40 字以内にまとめて記入してください。プログラムと動画に掲載します。 

・学年順(4 年→1 年)、次に、アイウエオ順に記入してください。 

・使用音楽の曲名、作曲者、演奏者等、なるべく詳しく記入してください。作曲した場合は、

作曲者の氏名も記入してください。 

・大会プログラムは HP に掲載します。 

 

２. 会員研究発表会 
1）研究発表は No.1（Google フォーム）で参加申込された会員に限ります。 

2）研究発表内容は未発表のもので、1 人 1 演題のみとします。 

3）演題及び抄録（400 字程度）を No. 2（Google フォーム：11 月 27 日必着）にて送信くだ

さい。プログラムに掲載いたします。 

4）発表方法は、Zoom を活用したリアルタイムでの口頭発表です。研究発表時間は 1 人 12 分、

質疑は 3 分（チャットで質問を受付、発表者が口頭で回答）とします。 

5）発表資料（パワーポイント等）は、当日発表者が Zoom で共有ください。なお、接続の不

具合があった場合に備え、12 月 17 日までに、木山宛（kkiyama@gunma-u.ac.jp）提出くだ

さい。 

 

 

３．ワークショップ  

 
１）「藤田善宏ダンスワークショップ 日常をおどる」（13:00－14:30） 

講師：藤田 善宏（ふじた よしひろ） 

振付家・演出家・ダンサー・デザイナー。パフォーマンスカンパニーCAT-A-TAC(キャットア

タック)主宰。ダンスカンパニー・コンドルズメンバー。第 72 回文化庁芸術祭舞踊部門新人賞

受賞。福井しあわせ元気国体開会式典演技振付総合監修。群馬大学非常勤講師。身体表現を駆

使した台詞のない物語、柔軟な発想を生かした異ジャンルとのコラボが得意。三世代間で楽し

めるダンス劇作品や石見神楽などの伝統芸能とのコラボや児童演劇・幼児教育教材の監修に力

を入れる。小栗旬や加藤シゲアキ主演舞台への振付やステージング、桐山照史主演舞台や NODA・

MAP、山田洋次監督演出ミュージカルへの出演、NHK 教育番組の振付・出演他、MV、CM、舞台作

品、振付出演多数。障害者対象の WS も実施。愛猫家。プロレス・仏像愛好家。メガネ・アンテ

ィーク収集家。 

定員：50 名程度（＊希望者多数の場合は、調整させていただきます。） 

参加に際し事前に準備いただきたいもの：A4 コピー用紙・ペン・椅子（自宅にない方は腰掛け

るものなど） 

お願い：お１人に付き１つのデバイスでの受講でお願いします（１人１画面） 

 

２）「ソマティック・ムーヴメント/ダンス ワークショップ ～内と外のつながり～」 

（14:40-16:10） 

意識的に動き/踊りながら、内側の感覚を研ぎ澄ませて身体の声を聴き、自分の内側と外側の

空間をつなげてゆきます。 

mailto:木山宛（kkiyama@gunma-u.ac.jp
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講師：橋本 有子（はしもと ゆうこ） 

お茶の水女子大学講師、ISMETA 公認ソマティック・ムーヴメント/ダンス・エデュケーター・

セラピスト、ラバン/バーテニエフ有資格者（CMA）、博士（スポーツ健康科学）。研究テーマは

ソマティクス基礎研究と子どもから大人を対象にしたソマティック・ムーヴメント/ダンス・エ

デュケーションの実践。日常生活では、南瓜を切るのか豆腐を切るのかで身体の在り方やムー

ヴメントがどう違うのか、台所の中でいかに 3 次元に動くかを探求中。Geomantics Dance 

Theatre に所属（2009-2014）、他国内外で活躍するアーティストと共演。ISETAN Cocoiku から

だの森、NHK あそんどるズ監修。 

 

・受講を希望される方は、No.2（Google フォーム）で事前にお申し込み下さい。 
・ワークショップは 1 コース 1,000 円となります。当日参加はできません。必ず事前に申し込

んでください。 

 

４．学生交流会 

19 日 10 時～学生ダンス交流会を学生中心に行います。動ける格好で参加してください。 

 

 

 

 

 


