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12月 19日（土）大会日程 

 

１． 会員研究発表会およびプロジェクト研究 9：00～12：00 

２． 総会（事前書面審議） 12：10～12：40 

３． 学生交流会 10：00～11：30 

４． ワークショップ：前半 13：00～14：30 

        後半 14：40～16：10 

５．ダンス作品発表会：16：30～19：30 



ご あ い さ つ 

 

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

第40回全国創作舞踊研究発表会の開催にあたり、一言ごあいさつを申し述べさせていただきます。 

 本年度で 40回という節目を迎える本研究発表会は、日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部

門の年間活動の中でも中核的な位置を占めるものであります。これもひとえに、これまで長年に渡

り本研究発表会に尽力されてこられました諸先生方の舞踊教育に対する確固たるご信念の賜物であ

ると存じます。今回の研究発表会は、新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン方式での開催

となりましたが、これまでと同様、それに携わるすべての方々にとりまして有意義なものとなりま

すようご祈念申し上げます。 

 創作舞踊の最大の特徴は、言葉では伝え切れない内容を、人間の身体とその運動を用いて表現す

ることではないかと存じます。そしてそれを目の当たりにする者は、同様に言い表すことのできな

い鮮烈な印象を受けるのでしょう。観る者の感動は、瞬時に演じる者へとフィードバックされます。

一つの場を共有した演者と観者の間で交わされるこの双方向のコミュニケーションの過程こそ、創

作舞踊の醍醐味であると考えます。 

 今回、舞踊作品に出演される学生の皆さんは、残念ながら人ではなくカメラに向かって演技され

るのだと思いますが、コロナ禍の現在だからこそ、作品に込められた皆さんのひたむきな想いが画

面越しに伝わってくることを期待しております。そしてこの発表会への参加が、皆さんお一人お一

人の心に貴重な体験として刻まれることを願っております。 

 

大会副会長・大会実行委員長  

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  細川 江利子 

 第 40回全国創作舞踊研究発表会をこの度開催できますことを大変嬉しく思っております。 

 舞踊研究会は当初教育学部をもつ全国の国立大学で組織された日本教育大学協会に所属する大学

教員によって運営されておりましたが、舞踊教育・舞踊文化の普及発展という趣旨のもと、会員、活

動の場を広げ今日に至っております。本大会は、この舞踊研究会の主要な事業であり、舞踊教育に

関わる全国の大学教員等と舞踊を学ぶ学生が一堂に会し、交流し、理論と実践の双方について共に

学び合う場として毎年場所を変えて開催されてきました。しかし、今回は新型コロナウイルス感染

拡大に対応し、オンライン形式という新たな形での開催となりました。この状況下であるにも関わ

らず、大変多くの大学の先生方、学生の皆様にご参加いただけましたこと、感謝申し上げます。 

with コロナ時代における舞踊教育の意味や可能性を探ることは我々舞踊教育を担う者に課せら

れた喫緊の課題です。今回のダンス作品発表会の開催方法も新たな提案の一つですが、舞踊研究会

では、今年、緊急企画として with コロナ時代のダンス授業をテーマとしたプロジェクト研究を実施

しました。本大会で、調査結果を基にしたディスカッションを行い、授業に活かせる知見や今後の

研究の指針が得られることを期待しています。また、新学習指導要領が告示され、本年度から段階

的に始まった小中高校での全面実施に向けても、本研究会が担う役割は益々重要になると思います。 

大学教員と未来の教員である学生が共に学び合う本大会が、これからの舞踊教育の可能性を拓き、

さらなる充実と前進への一歩となることを願っております。  



会員研究発表およびプロジェクト研究 プログラム 

（12 月 19日 9：00～） 

9:00 

舞踊研究会会長 あいさつ 

 

9:10  

【会員研究発表】 

○座長 七澤朱音（千葉大学） 

１．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） 

コロナ禍において、横浜国立大学の小学校教科専門科目表現運動の授業（1 年生,90 分× 4 回×

60 名,計 240 名）を online で行った。事前準備として、予習を含む教材を髙橋和子公式サイト

http://kazuko-ynu.jp と授業支援システムにアップし、スチューデントアシスタントと共に教材研

究を行った。授業の進め方は学生が課題を一斉に体験した後、Zoom のブレイクアウト機能を使いグ

ループで練習問題を共有した。指導法も意識して教師役や児童役になってもらい、良いところを探

しほめることを推奨した。また、ICTの技術習得も意図し音楽配信サイトを利用してグループで練習

後、全体で即興表現を発表する機会を作った。これらの体験で学生が何を学んだかを明らかにする

為に、「授業で学んだこと・online授業」についての記述（100字以上）を計量テキスト分析した。 

 

9:25  

２． 「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） 

本学のスポーツ健康学部では「高いコミュニケーション能力を有した指導者の育成」をディプロ

マポリシーとして掲げており，学部必修のコミュニケーション関連科目の一つとして「身体表現

論」の授業が開講されている．本研究では，「身体表現論」の授業初回，及び最終回に実施したコ

ミュニケーションに関する質問紙調査をテキストマイニングの手法を用いて分析し，受講生のコミ

ュニケーションに対する認識の傾向，及び変容を明らかにすることを目的とした． 

その結果，受講生は初回，コミュニケーションとは「会話」と捉えていたが，本授業を通して，

言語だけでなく，身体を通した非言語的コミュニケーションがあることを認識したことが分かっ

た．そして，身体と心の結びつきへの気づきから，言葉にはならないもの・できないものへの意識

が育まれていた．よって，コミュニケーション能力の育成において，言語と非言語の両方に視野を

持ち，身体の表現にも目を向けられるようになることが重要であることが本研究より示唆された． 

また発表では、今回のデータを基に、昨年度の発表データとの比較、そしてコロナ禍におけるコ

ミュニケーション能力の変容も捉えていく． 

 

 

 



9:40 

３．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） 

創作ダンスは「踊る」「創る」「観る」の 3要素で構成されているが，「創る」活動では，生徒が難

しさを感じていることが報告されている（中村・浦井，2006）．例えば木村（1996）は，生徒がテー

マや作品について延々話し合いを続け，いざ動きにする際に，どのように動けばよいかわからない

状況に陥る例を指摘している．このような授業の課題を踏まえると，「創る」活動が容易となる題材

の検討，「踊る」ことが「創る」ことへ自然に繋がるような授業が求められる（成瀬，2013）． 

そこで本研究では，中学生を対象とした創作ダンス授業について，授業映像及び学習カード，事

後アンケートを基に，「踊る」「創る」に着目した成果や課題を考察した．全 5 時間が実施され，「校

歌」を題材として作品創作がなされた．その結果，「校歌」という題材は，歌詞の意味を捉えること

により動きを提案しやすくなること，また「創る」活動を支える基盤として，仲間のアイディアを認

め合う姿勢が重要であることが明らかとなった． 

 

9:55 

○座長 酒向治子（岡山大学） 

４．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） 

これまでの研究では，快の感覚に基づいた，関節の連鎖を伴う低速度のなめらかな全身運動が身

体の中を通った時，筋膜はリリースされ身体の歪みが取れ，身体的痛みや不定愁訴が消失し，自己

概念も向上する傾向が見られることが明らかとなっている． 

 今回の研究では，動きのプロセスに着目し，個々人の快感覚と，自然界の調和比を取り入れた個

人固有性の呼吸が導く，ゆっくり丁寧に動く全身連動性のある動きのアプローチ（以下，「低速度

全身連動性ムーブメント・アプローチ」と略す）の作成を試みる．これにより，歪みは減少し，身

体的ゆるみを獲得すると共に，安心感・リラックス感といった心理的側面も向上する．心身へこの

ような変化をもたらす，動きのプロセスから得られる内的感覚の習得は，身体知の構築へも何らか

の有効な示唆を与えられる可能性があるのではないかと考えた． 

 そこで本研究では，低速度全身連動性ムーブメント・アプローチの有効性を見るために，一つの

事例研究として知見を得ることを目的とした．介入を伴う実験の結果，実験群には肯定的と読み取

れる変化傾向が見られた． 

 

10:10  

５．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） 

オンライン授業で行われた「体育実技」（短期大学 1年生 145名）内で、カポエィラ・エクササ

イズをオンデマンドにて 3 回行った。 



 受講学生によるアンケート結果から、自宅の環境により「視聴はできても運動することができな

い」者も少なくなく、また、入学後登校の無いまま突入したオンライン授業のシステムに対する理

解度により、受講（視聴）機会を逃した者も 15％ほどいた。一方、受講（視聴）できた者は、その

ほとんどが「動画はわかりやすく、運動も楽しく、良い運動になった」と感じていた。 

 さらに、学生の自由記述からテキストマイニングを行い、コーディングを施して 3回の授業を比

較したところ、回を追うごとに「良い運動になる」や「体の部分（ダイエット）」に関して記述し

た者は減少し、「楽しさ」や「動きそのもの」に関して記述した者が増加したことから、運動の継

続により、その効果よりも楽しさを感じることができたと推察される。 

 

10:25 

６．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） 

人生という舞台で様々に演ずる我らにとって、演劇芸術における俳優の育成は人間形成論として

たいへん参考になるものである。本研究では、能楽を確立した世阿弥の思想をとりあげた。議論の

中では、現代演劇の俳優修業術として有名なスタニスラフスキー・システムを対比的に取り上げ、

近接領域として武道家の身体論も参考とした。能楽はじめ俳優修養の隠れたメソードには、共通す

る普遍層があり、そこに禅やヨーガの技法の影響があることがわかってきた。世阿弥の花」とスタ

ニスラフスキーの「エネルギー」をめぐり、自己形成とその階梯の美学を人間形成の段階として読

み直した。演技修行の自己練磨の中で、目指すべき高次の表現的身体は、他者・社会を浄化し、覚

醒させる力を持つ。道具として完成する道には、ある時点で自己放棄と決意が必要である。宇宙的

真理感があることや、創造力を働かせる心のメソードが必要であることもわかってきた。 

  

 

―休憩 20分― 

 

11:00  

【プロジェクト研究】 

○テーマ 「withコロナ～新たな時代へ向けたダンス授業実践を探る～」 

・司会：廣兼志保（島根大学）  

・進行：山﨑朱音（静岡大学） 

・スクリプター：清水知恵（福岡教育大学) 

・ファシリテーター：細川江利子（埼玉大学），木山慶子（群馬大学）， 

熊谷佳代（岐阜大学），成瀬麻美（愛知教育大学） 

 

○趣旨 

コロナウィルス感染拡大防止の対策が求められる中、ダンス授業においても、新しい

生活様式に対応する授業実践が求められています。このような状況下で本研究会にでき

ることは何かと考えた結果、緊急企画として、本プロジェクトが立ち上がりました。 



本プロジェクトでは、まず、会員を対象としたアンケート調査を実施し、コロナ禍で

のダンス教育実践に関して、会員が知りたいことや困っていることなどを調査しました。    

その結果、本会の会員は、保育者養成、小学校教員養成、中学校・高校教員養成、教養

教育、社会教育、など、幅広い授業科目でダンス教育を実践していることがわかりまし

た。また、「他の教員が実際にどんな授業を実践したのかを知りたい」「授業実践におけ

る工夫の具体例が知りたい」「今後の授業実践についてどのように他の教員が考えてい

るのかを知りたい」といったニーズがあることもわかりました。それぞれの会員が知り

たい授業実践の内容や工夫は、担当する授業科目や校種ごとに異なると思われます。 

そこで、調査結果をもとに、できるだけ共通の話題をもつ参加者が語り合えるように、

担当授業別のグループを編成し、グループディスカッションを行うこととしました。デ

ィスカッションを通して今年度のダンス授業実践を振り返るとともに、新たな時代へ向

けたダンス授業実践につながるヒントを探ります。 

 

 

12：10 

総 会（事前書面審議） 

 

 

【学生交流会】 10：00～11：30 

 愛知教育大学の学生が中心となり、各大学紹介や少人数で交流する内容を企画して

おります。 

 

 

【ワークショップ】：前半 13：00～14：30  後半 14：40～16：10 

 講師に、藤田善宏氏と橋本有子氏をお招きし、オンラン（zoom）ワークショップを開

催いたします。今回は、受講希望者が多かったため、講師のお二人にお願いして、2ク

ラス開催することになりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ワークショップ①

ワークショップ②

講 師  藤田 善宏 氏 （ふじた よしひろ）

講 師  橋本 有子 氏 （はしもと ゆうこ）

藤田善宏ダンスワークショップ日常をおどる

僕が主宰している CAT-A-TAC （キャットアタック）では、 身体表現を駆使したダ
ンサー視点からの無声劇を「ノンバーバルストーリーダンス」と銘打って公演を
行っています。今回は「言葉のないお芝居の表現方法」を念頭に、様々な感情を
身体を使って伝える方法や、日常のモノをユーモア溢れる発想で見立てる表現
など、脳みそ柔らかくして一緒に楽しみましょう！

50名程度　※希望者多数の場合は、調整させていただきます。
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）

講師紹介

講師紹介

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。

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～

意識的に動き/踊りながら、内側の感覚を研ぎ澄ませてからだの声を聴き、
自分の内側と外側の空間をつなげてゆきます。

なし 
特に問いません。環境に合わせて動いていただければと思います。
A4の紙2枚、色ペン/クレヨン/鉛筆等、椅子 （できるだけ）
通信状況に問題がない方は、カメラオンでお願いします 

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。

下記QRコードよりお申込みください。

一般（会員外）申込方法

件名： 教大協  参加申し込み
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ダンス作品発表会 プログラム 

 

16：30 

●舞踊研究会会長 あいさつ 

説明                           

 

●参加大学授業作品  

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 

 

●参加大学クラブ作品   

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 next generation 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 

 



     

19：00 

●閉会式      

 エンディング 

 挨拶 

  



ダンス作品発表会 プログラム 

【参加大学授業作品】 

1. 歩んでいこう 

懐かしい遊びからソーシャルディスタンスを意識したダンスへ 

 岐阜大学 指導教員：熊谷佳代 

浅野広泰  鵜飼彩華  臼井友来  大橋睦   大森万祐加 河野寛也  

杉浦志織  杉山真梨  寺内秀一  徳永悠大  中川泰良  中根怜雅  

服部真己  古田健人  不破綾華  水田翔也  光岡亜優  吉田武広  

松野人士  難波宏明 

使用音楽「Your Light」 

 

2. 離れてるけど、離れてない 

人と距離を取らなければならない今、果たして心も離れてしまうのか。 

青春を取り戻せ！ 

 熊本大学 指導教員：坂下玲子 

安東大輔  河邊琴音  川元迅平  下永明慧  白石湧人  髙須栄   

長嶋光里  廣田賢仁  松田裕季  宮村莉奈   

使用音楽「夜に駆ける」「月光」「sing」 

 

3. 新椅子取りゲーム 

ちょっと変わった椅子取りゲーム。座らないとどうなるのでしょうか。 

 静岡産業大学 指導教員：髙橋和子 

池上凌亮  石井俊成  石部歩希  伊藤功起  加納陽明  河合茉奈  

北川琉人  澤田明希  三林知広  柴藤龍貴  杉村悟弥  土屋和紀  

角田拓未  中川大暉  中島健人  水谷和樹  武藤圭亮  村上賀梨  

山﨑龍貴  山下亜由夢   

使用音楽「ボレロ」 

 

 

 

 



4. コネクトネコト 

繋がりたいのにすれ違うもどかしさ…小さなぬくもりは今日もささやかな幸せを運ぶ 

 共立女子大学 指導教員：足立美和 

植田涼歌  川上里佳  大塚桃子  岡野晴菜  樺澤英珠  北田実祐  

小上馬里奈 高橋あゆみ 花房陽子  林佳奈   山本佳菜子  

使用音楽「猫のふみふみ」「猫」「眠れねこねこ」 

 

5. GUPE peace 

全１５回のダンス実習の集大成として作成したダンスです。温かい目で見てください。 

群馬大学 指導教員：木山慶子 

國安花菜子 丑舘美音  小川実里  鹿沼真鈴  高山駿希  田口敬大   

田中実久  橋本朋佳  星野花菜子 吉田芽衣  青木翔   岩崎安里寿 

佐藤優弘  鈴木竣   阿達覚   飯島詢平  市村瞭汰  梅堀直登 

久留宮健斗 桑原凜   小林歩武  清水優香  須貝匠   須藤大喬 

高久光太  高月美弥妃 千明詩織  茶木遼太  寺島千穂  戸丸一朔 

山崎優香  山下愛莉  吉本圭希 

使用音楽「ピース」 

 

6. トムの BIG チーズ大作戦  

静岡大学 指導教員：山﨑朱音 

川島弘輝  小嶋拓  羽田果歩  東端美玖  有ケ谷真由  魚住和未 

桑名澪   藤澤光  松浦すみれ 山本耕平  

使用音楽「トムとジェリー スコットブラッドリー」 

 

7. No Motor Road ～ともに歩む道～ 

この道は未来へと続く道。ともに進むは優しい太陽と、そして、保育学科の仲間たち。 

湘北短期大学 指導教員：小笠原大輔 

加嶋美咲  佐藤瑛夢  下重 璃央菜  武田七海  竹之内優里  古瀬海夕 

益田瀬奈  森えみか  渡邉 帆乃夏  渡邊真愛  秋澤舞香   麻野愛実 

石山響子  市川真菜 

使用音楽「原作『ももたろう』」 

 



8. 巡りゆく季節の中で 

季節、それは終わりなきもの。輝きを失うことなく、新たなる生を生み出してゆく。 

横浜国立大学 指導教員：高橋和子 

外山陽大  合田陽菜  芦田陽菜  安齋裕己  石川昌樹  太田美奈 

大平風花  沖綾    下山翔平  菅原大暉  杉崎夏輝  杉本実優 

鈴木舜也  鈴木広空  髙島遥   竹内龍   永堀真菜  野口晃生 

藤岡哲也  堀田紘太朗 正木美羽  百冨滉斗  守友太飛  宮澤歩 

吉澤太新  渡邉玲音  横木花音  高橋和子 

使用音楽「夏陰、ピアノを弾く」「Yuri on ice」 

 

9. 緊急舞台宣言  

国民にいかなる状況でもダンスを踊らなければならないことを布告・宣言する。 

愛知教育大学 指導教員：成瀬麻美 

髙根悠輔  門脇颯  佐藤啓太  佐野魁人  多田純也  春田沙映 

松宮晏示  伊藤懸  板倉史弥  小田菜月  鈴木悠司  水谷妃圭梨  

康本慎吾 

使用音楽「Come Out」「Come On!」 

 

10. 東京 

どう生きていこうか どうやったって生きていられるこの街で 

お茶の水女子大学 指導教員：福本まあや 

河村百音  小磯捺未  銭谷真緒  中山広理  濵上香帆  松尾祐奈 

安達千温  上田園乃  河野夏帆  齋藤萌々子 篠原陽    角田ひとみ 

石川佳    小川智葉  小野陽子  郷田悠加  小林暖加  堺谷珠紀 

佐澤うらか 鈴木佑芽  田中咲子  林真生   平塚奈那美 森岡日菜子  

吉田瞳来 

使用音楽「I Think We're Alone Now」「lago's Escape」「Still You」  



【参加大学クラブ作品】 

1. たぶん、これが、生きること 

どんなことがあっても前を向いて必死にもがくしかない。たぶん、これが、生きること。 

 岡山大学 指導教員：酒向治子 

浅田洋平  高井大輔  長尾頼   宮川世名  渡邉瑞帆  伊藤萌々子 

井上絵美  柏木咲紀  花﨑龍之介 三好愛唯  霜村桂太  森川真夕  

森本梓帆里 

使用音楽「poetry」 

 

2. いつまで続くのかこの我慢 

自由にできない現実を受け止めコロナに立ち向かい光を求めて走り出していく。 

 静岡産業大学 指導教員：髙橋和子 

知念由花  九里采也加  村上理子  吉村麻尋  名越葉摘  

使用音楽「Running Away」 

 

3. 妖怪
ようかい

の踊
おど

る国
くに

 

妖怪たちが踊り、練り歩き、跳び回る！我々の表現する百鬼夜行をお楽しみください。 

 東京成徳大学 指導教員：羽岡佳子 

清田悠佑  佐藤加菜  豊田大輝  新田一洋  諸橋歩花 

使用音楽「storm」「shutsujin」 

 

4. Drops 

昨今の状況下、個人を滴に見立て集まる形容から作品に近い将来への願いをかけました。 

 岐阜大学 指導教員：熊谷佳代 

足立笙維  入山夏実  奥田観照  河野夢花  五藤裕樹  石原実和 

加藤由利子 塩澤友規  説田歩奈  波多野恵  福田悠奈  松井孝大 

光井祐月  山脇彩佳  

使用音楽「Drops」「Canned Heat」 

 

 

 



5. Young Gunz next gneration 

創部３年目のヤングガンズ。新メンバーも増えて、より深さを追求して踊ります。 

広島文化大学大学 指導教員：高田康史 

河原侑美  樫本裕磨  小田尾結平  清光玲那  谷口未弥  福島佑月 

石田七海  松本さくら 柴崎圭吾   内田空   倉石蓮奈  濱田歌乃 

使用音楽「Just Friends (Sunny)」「Nut & Graffti Instrumental」 

「Race」「 Mutual Feeling」 

 

6. とけあう期待 

春からの大学生活に期待を抱く少女を、キャンパスの自然や音がやさしく迎え入れる。 

長崎大学 指導教員：河合史菜 

中野朱莉  大城花菜  隈本千尋 

使用音楽「Waves of Light」 

 

7. Tape:11/31 

知ることのできない過去へ、未来へ 

千葉大学 指導教員：七澤朱音 

渡邉恵  上原奈桜  西川ことね  菅原七恵  松永真依 

使用音楽「18 Portraits of Atlas」 

 

8. 遺 

愛、犠牲、喪失、感謝…あなたへ。 

京都女子大学 指導教員：大橋奈希左 

伊東奈那  川畑陽奈乃 竹本奈々  西村美樹  片山真波   小山田千紘  

都築美樹  大和田萌華 河田花奈  塩見郁佳  長谷川ひゆか 堀楓佳 

使用音楽「Girl」 

 

 

 

 

 

 



9. 栞  

泣きたくなるほど嬉しいこの日々を、共に歩んでくれてありがとう。 

散るな、咲き誇れ！ 

福岡教育大学 指導教員：清水知恵 

大田貴美子 嘉松えみいる 工藤日奈乃 東理穂   福澤華那  横山真歩 

今村真唯  大坪美那実  尾上文香  神山実穂  川口沙都  北村佳那  

倉田菜々子 澤口瑠奈   中西千奈津 本郷鳩薫  松崎陽香  宮下詩音  

山脇悠希菜 北原由稀   古賀くるみ 古賀鈴菜  武田萌恵子 利行百葉  

原口優花  牧住くるみ  山田佳菜子 吉田歩果  石原向日葵 清元香花 

栗坪ひより 坂之上春菜  坂本小梅  角田嘉軟  徳田奈々  藤原萌々花 

南優妃   柳田さつき 

使用音楽「栞」 

 

10. to be...  「らしさ」からの解放 

社会が築いた理想の女性像。その概念による閉塞感は、嘆きとなってうずきだす…。 

埼玉大学 指導教員：細川江利子 

稲垣諒  長谷川陽菜 新野陽菜  松田智裕  吉田ほのか  脇坂夢希実  

青堀萌  岡本妃織  屋舞美   山内美羽  山田ゆめの 

使用音楽「Jumpman Quitet」「Travel on the wind」「The Jump」「Michigan7」 

 

11. 暁の刻 

新潟医療福祉大学 指導教員：若井由梨 

岩本風花  川崎真依  斎藤汐音  吉田萌  小林真花  中川璃音   

菊地朱里  小林由奈  関口沙慧花 長島萌  長濱葵   平泉和奏   

古山夏帆  吉澤美羽   

使用音楽「mechanical sounds cascade through the city walls and everyone 

reveled in their ignorence」「Probe」 

 

 

 

 

 

 



12. KAKAKKAK 

虫というくじを引いたら 

武庫川女子大学 指導教員：村越直子 

入沢由芽  久保田恵利 西川たから 前田瑞穂  齋藤亜友里 杉本茉衣 

西川海亜  渡辺明日香 高木花颯  藤原碧   牧之瀬詩  木下瑚結 

鳥海すみれ 

使用音楽「幸せの森」「El Hilwatu」「 

 

13. Wanderer－ヒエロムニス・ボス「愚者の舟」より－ 

容認された愚行は窒息状態にある日常的理性を解放する。愚者は本当に愚者なのか。 

静岡大学 指導教員：山﨑朱音 

天野夢香  川上真由  鍋田紗妃  山口瑠菜  𠮷川麻紘  大村歌林  

中村優月 

使用音楽「Hope」「Operation Rescue Dawn」 

 

14. Here now ー蠢く影 這い上がる声ー 

いま 私たちに起こっていること…じわじわと身体を蝕み 束縛する 

それでもなお 光を求め 生きる 

平成国際大学 指導教員：村田芳子 幅田彩加 

綾部康平  有賀翼   中島流聖  石坂彩夏  金子翔翼  荘司陽香   

湯地賀廉  吉田裕貴  川嶋夏海  谷口凱星  成田真由子 前田安里 

目崎ひかる 

使用音楽「狐の嫁入り」「ターリア病」「Chairman」「Darkslide」 

 

15. 大切なこと 

一休みすること、心楽しむこと、泣くこと、信じること、人と出会うこと、 

その道を行くこと、下を向かないこと、忘れないこと 

筑波大学 指導教員：寺山由美 

小澤早嬉  菅沼美佑  森田彩  清水朱夏  安永ひより  小松崎結友  

馬場響   三木麻衣 

使用音楽「an Irish Circus on Finnegans Wake」 

 



16. rain 

雨は生命を創造する。水は様々な形に変化し流れ、再び雨になる。 

横浜国立大学 指導教員：高橋和子 

今中彩乃  大川澪  酒井瑠々奈  外山陽大  羽田光梨 

使用音楽「Slow Song」 

 

17. ＆ hurt。 

生きるからこそ痛みと出会い、痛みとともに明日に向かう 

愛知教育大学 指導教員：成瀬麻美 

高根悠輔  春田沙映  上地佑奈  小田菜月  片部恵麻  牧野朱夏  

水越瑠璃  相羽若菜  加藤沙菜 

使用音楽「Aren't we all running?」 

 

 

閉会式 

1．エンディング 

 

   

 

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 

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 

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） 

チラシ・プログラム表紙デザイン  酒井 加奈子（愛知教育大学職員） 


