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第４０回全国創作舞踊研究発表会（オンライン大会） 第３報 

第４０回全国創作舞踊研究発表会（オンライン大会）の最終報をお送り致します。実

行委員会では、大会開催に向け準備を進めております。ご迷惑を多々おかけしており

ますが、どうぞ宜しくお願い致します。 

添付しました書類は以下の通りです。ご確認いただき、お気づきの点がありました

らお知らせください。 

 

1. 大会スケジュール及び参加方法（ P2 ） 

2. 会員研究発表（ P3 ） 

3. ダンス作品発表会（ P4-6 ） 

4. ワークショップ（ P6 ） 

5. 学生交流会（ P6 ） 

6. お願いと諸注意( P7 ) 

 

※研究発表会などの大会情報の詳細は開設した舞踊研究大会ページで随時更新中

です。 https://d-e-r.jp/ 

 

 

（QR コード→                             ） 
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１．大会スケジュール及び参加方法について 

・当日は Zoom ミーティングにて実施します。以下、ID およびパスコードを通知しま

す。取扱いにご注意ください。Zoom に関して初めての方やわからない方、また、

当日の進行に関するお問い合わせは事務局までお願いします。 

 

Zoom ミーティングに関しては、下記をご参照ください。  

 https://zoom.nissho-ele.co.jp/blog/feature/about-zoom.html 

 

・参加者は事前申込みした方に限ります。 

・Zoom ミーティング入室前に、ご所属とお名前を以下の例をご参考に設定してくだ

さい。お申し込みのお名前と異なる場合、入室を許可できない場合があります。 

【例：岐阜大学 熊谷佳代】 

・入室可能時間は各プログラム開始時間の 10 分前とします。（例：会員研究発表の場

合、8：50～） 

・Zoom ミーティング入室後はカメラ・マイクをオフに設定してください。 

・本大会の様子をビデオへ録画したり画像の保存をしたりすることは、教育目的の場

合も含み、一切禁止とさせて頂きます。 

 

 

【12 月 19 日(土) スケジュール】 

時間 プログラム Zoom ID・パスコード 

9:00 ～

12:00 
会員研究発表会・プロジェクト研究 

ID・パスコード： 

申込大学宛に連絡 

 

10:00 ～

11:30 
学生交流会 

12:10 ～

12：40 
総会（事前書面審議） 

13:00 ～

14:30 

ワークショップ①＜藤田善宏先生＞ 

ワークショップ②＜橋本有子先生＞ 

14:40 ～

16:10 

ワークショップ①＜藤田善宏先生＞ 

ワークショップ②＜橋本有子先生＞ 

16:30 ～

19:30 
ダンス作品発表会 

 

https://zoom.nissho-ele.co.jp/blog/feature/about-zoom.html
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２．会員研究発表およびプロジェクト研究 

１）プログラム順 

 時間 題目 発表者 座長 

1 9:10～ 

 

コロナ禍における双方向のリアル

タイム･対話形式のダンスの学び 

髙橋和子 

（静岡産業大学） 

七澤朱

音 

（千葉大

学） 

2 9：25～ 

 

「身体表現論」の授業前・後におけ

る受講生の自由記述回答の内容

分析 ーコミュニケーションに対す

る認識の変容ー 

幅田彩加 

村田芳子・ 

（平成国際大学） 

３ 9：40～ 

 

 

創作ダンス授業における「踊る」

「創る」活動の考察―「校歌」を題

材として― 

河合史菜・ 

丸山博文 

（長崎大学） 

4 9：55～ 

 

快感覚と呼吸が導く，低速度全身

連動性ムーブメント・アプローチ開

発に関する研究 

清水知恵 

（福岡教育大学） 

酒向治

子  

(岡山大

学) 5 10：10～ 

 

オンデマンド授業におけるカポエィ

ラ・エクササイズの実践報告 

小笠原大輔 

（湘北短期大学） 

6 10：25～ 

 

花とエネルギー：世阿弥とスタニス

ラフスキー 

木村はるみ 

（山梨大学） 

休憩（20 分） 

１1：00～ プロジェクト研究 

「with コロナ時代のダンス授業を語る会

～新たな時代へ向けたダンス授業の実践

のあり方を探る～」 

参加者による交流 

意見交換 

 

 

2）会員研究発表会 

➀参加者のみなさまへ 

・発表は 12 分、質疑応答は 3 分、です。ご協力ください。 

・お知らせした「ミーティング ID」から開始時刻 5 分前を目処に参加ください。事前に

当日の環境でのアクセスの確認をしておいてください。(当日接続できないご連絡

を頂いても対応できない場合がございます。) 

・参加時の所属・氏名は、漢字にて入力ください(例「岐阜大学 熊谷佳代」)。 

・マイク・カメラはオフ、にて参加ください。 

・質疑応答時間において、質疑がある場合は、マイク・カメラをオンにしてご発言くだ
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さい。または、チャットに質疑内容を入力、送付ください。 

・座長に質疑が認められたら、マイク・カメラをオンにして発言ください。 

➁発表者のみなさまへ  

・発表は 12 分、質疑応答は 3 分、です。ご協力ください。 

・お知らせした「ミーティング ID」から開始時刻 5 分前を目処に参加ください。あらか

じめ発表時に使用する資料を PC 上へ展開してご準備ください。 

・参加時の所属・氏名は、漢字にて入力ください(例「岐阜大学 熊谷佳代」)。 

・座長から発表を求められたら、ご発表ください。カメラとマイクをオンにし、ご自身の

PC の「画面共有」をクリック、画面上で PowerPoint 等の資料を活用しながら口

頭発表を行ってください。 

・発表は必ず 12 分以内で終了してください。 

・質疑応答時に座長から発言を求められたら、カメラとマイクをオンにして応答くださ

い。 

・17 日(木)までに kkiyama@gunma-u.ac.jp 宛 PowerPoint 等の資料

のデータを送付ください。 

 

 

3）プロジェクト研究 

・別紙「プロジェクト研究『with コロナ時代のダンス授業』アンケート調査結果報告」

をお手元にご用意のうえ、ご参加ください。 

・グループディスカッションを行います。A：「保育者養成」 B：「小学校教員養

成」 C：「中学校・高校教員養成」 D：「教養教育・社会教育」の 4 グル

ープについて、事前に参加希望調査を行います。12 月 11 日(金)までに、

https://forms.gle/7pHcvQye6PZx2GM66 に参加希望グループをご入力

ください。どのグループに割り当てられたかについては、大会当日までにメールで

連絡する予定です。ご確認のうえご参加ください。 

・会員研究発表会と同じミーティング ID とパスコードを使用します。 

・参加時のお名前の設定は、「グループ名 所属 氏名」としてください。ブレイクアウト

セッションのスムーズな進行に必要ですので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 【例: B 〇〇大学 教大協子】 

 

 

 

 

 

 

mailto:%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%20kkiyama@gunma-u.ac.jp
https://forms.gle/7pHcvQye6PZx2GM66
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３．ダンス作品発表 

１） プログラム順 

 

第 1 部 授業作品 

1 歩んでいこう 岐阜大学 

2 離れてるけど、離れてない 熊本大学 

3 新椅子取りゲーム 静岡産業大学 

4 コネクトネコト 共立女子大学 

5 GUPE peace 群馬大学 

6 トムの BIG チーズ大作戦 静岡大学 

7 No Motor Road ～ともに歩む道～ 湘北短期大学 

8 巡りゆく季節の中で 横浜国立大学 

9 緊急舞台宣言 愛知教育大学 

10 東京 お茶の水女子大学 

 

第 2 部 クラブ作品 

1 たぶん、これが、生きること 岡山大学 

2 いつまで続くのかこの我慢 静岡産業大学 

3 妖怪の踊る国 東京成徳大学 

4 Drops 岐阜大学 

5 Young Gunz new gneration 広島文化大学 

6 とけあう期待 長崎大学 

7 Tape:11/31 千葉大学 

8 遺 京都女子大学 

9 栞 福岡教育大学 

10 to be...  「らしさ」からの解放 埼玉大学 

11 暁の刻 新潟医療福祉大学 

12 KAKAKKAK  武庫川女子大学 

13 Wanderer－ヒエロムニス・ボス「愚者の舟」より－ 静岡大学 

14 Here now ー蠢く影 這い上がる声ー 平成国際大学 

15 大切なこと 筑波大学 

16 Rain 横浜国立大学 

17 ＆  hurt。 愛知教育大学 
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２） ダンス作品発表会スケジュール 

16：30～   挨拶  大会実行委員長 細川江利子 

16：35～   説明  大会実行委員  成瀬麻美 

16：45～   ダンス作品発表会 URL 公開 

19：00 頃～ 閉会式 

          エンディングダンス 

          次回開催予告 愛知教育大学 成瀬麻美 

19：30     終了予定 

 

・お知らせした「ミーティング ID」から開始時刻 5 分前を目処に参加ください。 

・参加時の所属・氏名は、漢字にて入力ください(例「岐阜大学 熊谷佳代」)。 

 

３） 動画の視聴について 

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）ので、必ず zoom

に入室してください。ダンス作品発表会視聴時は一度 zoom からご退出してい

ただき各自で鑑賞していただきます。動画視聴後、19 時頃から閉会式を行いま

すので、再度同じ zoom に入室してください。 

動画は、12 月 20 日（日）の 16 時まで視聴可能とします。URL の取り扱いにご

注意ください。 

 

４） コメント方法 

・コメントは C-Learning システムを用いて作品視聴後に記入し、共有します。以下

の QR コードまたは URL を読み取り、講義コード【139410】を入力してください。 

 

 

https://air.c-learning.jp/g 

 

 

 

・「アンケート」にいくつかのアンケート項目があります。【○○大学より】という自身の

大学名が書かれている作品にコメントの記入をお願いします。（※アンケート項目

は 12 月 18 日に公開する予定ですので、それまでアンケート項目は表示されませ

ん。） 

・コメントは 12 月 20 日（日）までに必ず記入してください。 

・会員の先生方もこの C-Learning を通して多くの作品へのコメントのご協力をお

 

https://air.c-learning.jp/g
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願いします。 

・各アンケート項目の下の集計結果から回答一覧を閲覧することが可能です。自校作

品以外の回答も閲覧することができます。回答一覧に名前が公開されることはあり

ません。 

・回答一覧は 2020 年 12 月 27 日まで閲覧可能とします。回答一覧を保存したい場

合はスクリーンショット等を用いて各自保存してください。 

 

５） エンディングダンスについて 

エンディングダンスは学生交流会時に練習し、閉会式で踊ります。座って踊れま

すので、カメラオンにて皆様ぜひご参加ください。 

 

 

４．ワークショップ 

・ 参加者は事前に申し込みをされている方に限ります。当日参加はできません。 

・ 参加時の所属・氏名は、漢字にて入力ください(例「岐阜大学 熊谷佳代」)。 

・ 入室後はカメラ・オン、マイク・オフでお願いします。 

・ 接続不良により参加できなかった場合の返金はありませんので、予め接続環境・

状況等ご確認ください。 

・ WS① 藤田善宏先生 

準備するもの：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） 

・ WS② 橋本有子先生 

準備するもの：A4 の紙 2 枚、色ペン/クレヨン/鉛筆等、椅子（ できるだけ） 

講師から研究協力のお願い： 

現在すすめております「ムーヴメントおよびダンス教育の授業構造および学習内容に関

する授業実践研究」の一環として、参加者の皆さんがワークショップを受講してどのような

ことを感じ考えたのか、終了後に Google form 経由で質問紙の回答をお願いしたいと考

えております。ワークショップ中に描く絵も写メ／スキャンして同じ form に添付し提出をお

願いしたいです。Google アカウントを持っていない場合はファイルの添付ができないので、

Dropbox 等のフォルダを別途用意します。詳細は、当日お話いたします。また、研究資料

としてワークショップを録画することをご許可ください。質問紙の回答、描いた絵、録画デー

タいずれも研究利用に限りますので、個人が特定されるかたちで公開されることはありま

せん。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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５．学生交流会 

・ Zoom ミーティング入室前に、所属・学年 お名前を以下の例をご参考に設定し

てください。 

【例：愛知教育大学・４年 春田沙映】 

・ 入室後はそれぞれ呼びやすいお名前に変更していただきます。 

・ 各大学紹介を行ないますので、ご準備ください。時間は 2 分程度です。それぞれ

の大学で参加方法が異なると思いますので、紹介の方法はそれぞれの大学にお

任せします。 

例：代表者が話す、画面共有しながら大学紹介の動画を流す、リモートで踊る等 

・ ブレイクアウトルームを用いてグループに分かれ、簡単なゲーム等をする時間を

設ける予定です。 

・ エンディングの練習を行います。 

 

６．お願いと諸注意 

・ 大会記録のため、研究発表、総会、ワークショップ、閉会式、学生交流会等をレコ

ーディングさせていただきます。その旨ご了承ください。支障がある参加者等は

事前にご連絡ください。なお、大学ごとの撮影はご遠慮ください。 

 

 

 

【連絡先（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 


