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舞踊研究会内規 
  

第１章  総則 

第１条  本会は，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と称する。 

第２条  本会は，日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門の舞踊担当者および，本会に参加の意志の

ある保健体育・保健研究部門以外の舞踊教育関係者で組織する。 

第２章  目的および事業 

第３条  本会は，主として舞踊教育の理論および実践に関する研究，大学の教授内容ならびに学生の指導に

関する調査研究にあたる。 

第４条  本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

        １．教員養成を主目的とする大学・学部の舞踊教育およびその施設・設備に関する研究 

        ２．舞踊教育に関する内外の資料の研究調査 

        ３．舞踊の研究集会，協議会，発表会等の開催 

        ４．舞踊の年報，図書その他印刷物の刊行 

        ５．その他，本会の目的達成のために必要な事業 

第３章  組織 

第５条  本会は，次の地区に分ける。 

        北海道・東北，関東（山梨県を含む），北陸（長野県を含む）・東海（三重県を含む），近畿・ 

        中国，四国・九州（沖縄県を含む） 

第４章  役職員 

第６条  本会に次の役員を置く。 

        会長１名，副会長１名，事務局長１名，理事４名，監事２名 

    役員は，原則として，北海道・東北１名，関東３名，北陸・東海１名，近畿・中国１名，四国・九

州１名の候補者（大会担当２名を含む）を地区ごとに推薦し，総会において承認する。 

第７条  会長，副会長（編集委員長を兼ねる），事務局長は理事の互選による。 

第８条  会長は，会を代表して会務をつかさどり，保健体育・保健研究部門の理事を兼ねる。 

第９条  副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはこれを代行する。 

第10条  役員の任期は２年とし，留任を妨げない。但し，補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

第５章  会議 

第11条  本会の会議は，総会，理事会とする。 

第12条  総会は，年１回会長がこれを招集し，会員の二分の一以上の出席をもって成立する(委任状を含む)。 

総会では，次の事項を議決する。議決は，出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。 

        １．予算・決算 

        ２．規約改正 

        ３．その他重要な事項 

        会長が必要と認めたときは，臨時に総会を招集することができる。 
第13条  理事会は，会長がこれを招集し，総会に提出する議案を審議するとともに予算・決算ならびに事業

について協議し執行する。 

第14条  理事会は，研究会等の事業を執行するために，当番大学を設ける。 

第15条  全国創作舞踊研究発表会および研究会等の当番大学は，当番大学が必要と認めた場合，隣接大学と

の協力において事業を執行する。 

第６章  会計 

第16条  本会の経費は，会費および寄附金による。 
第17条  会費は，一人年間５，０００円とする。 

第18条  本会の会計年度は４月１日から始まり，翌年の３月３１日に終わる。 

第７章  その他 

第19条  本会の内規は，総会において参加者の三分の二以上の同意を得なければ，これを改正することはで

きない。 

 

附則１    この内規は，昭和５８年１２月１２日から適用する。 

附則２    この内規は，昭和６１年１２月２２日から適用する。 

附則３    この内規は，平成４年１２月２０日から適用する。 

附則４    この内規は，平成６年１２月２０日から適用する。 

附則５    この内規は，平成９年１２月２０日から適用する。 

附則６    この内規は，平成１８年１２月２５日から適用する。 

附則７    この内規は，平成２６年４月１日から適用する。 

附則８  この内規は，平成２８年４月１日から適用する。  
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巻 頭 言 

 

オンラインによる，エポックメーキングな「第 40回」大会 

 

 

清水知恵（前編集委員長・福岡教育大学） 

 

 2020年度は，COVID-19の蔓延で，100年に１度といわれるパンデミックに染まった1年であった．し

かし，その状況下で，舞踊教育研究会の第40回大会は12月19日土曜日，無事に終了した．オンライン

での初の試みであった．40 年前に，“Zoom”で大会運営することになる日が来る事を，誰が想像してい

たであろう．私は，たまたま，本大会の新しい試みである「研究プロジェクト」のメンバーになったこ

とから，実行委員会の活動を見守る機会を得た．今回，その立場で感じたことを中心に所感を記したい． 

 参加学生数データで比較してみると，例年（前回，岡山大会）は337名であったが（確か，岡山大会

も例年より多く参加していたはずであるが），今年度は392名であった．ダンス作品に出演した学生数

は前年比で，16.3%増加している．教員の全参加者数は31名で，「プロジェクト研究」参加教員数は

21名，運営した私たち7名を加えると30名近い研究新企画への参加があった．喜ばしいことである． 

 まず，今回の大会で注目の企画に，藤田善宏氏と橋本有子氏をお招きしたワークショップがあった．

両方とも大変評判が良かった．私は，橋本氏のクラスに参加した．レクチャーも実技も非常に楽しかっ

たが，意識的に動きながら自己の内と外の空間を繋げていく，氏のソマティック・ムーブメント研究の

方向性には特に共感した．  

 そして，今回の目玉として緊急企画「研究プロジェクト」があった．この企画の意図は，今年度のダ

ンス授業実践を振り返り新たな時代のダンス授業実践につながるヒントを探ることであった．会員への

調査結果を踏まえ，参加者がグループ・ディスカッションを行った．また，チャット機能やブレイクア

ウトルーム等を用いることで，運営上，容易に多くの参加者からの意見を集めることもできた．参加者

においても，お互いが意見交換しやすい場であったと感じた，との感想があった 

 さらに，注目すべき企画に「ダンス作品」のオンライン上演があった．この発表会では，映像ならで

はの作品が多くあり，舞台ではできない演出や編集技術が駆使されており，見ごたえのある作品が多か

った．私の個人的な感想であるが，中でも，愛知教育大学の「授業作品」は本当に授業の大学生なのか

と思うほどの出来栄えで驚いた．2回見てしまった．ダンス部も少し入っていたとのことであったが，

少し入ったくらいでこのようになるはずはない．福岡教育大学ダンス部も，他の授業作品やダンス部作

品もかなりの編集技術を駆使して挑んだはずなのであるが，目線が全く異なった作品であった．使える

演出や装置などを駆使し，ダンスの「今・ここ」ライブ感と，「オンライン」というステージ条件を理

解していた．しかも，編集技重視の仕上がりではなく，みる者がどこにどんなスピードで連れて行って

くれると心地よいのか知っていて，プロ並みのカメラワークで，今できる最高の作品に仕上げていた．

観客を座っている椅子ごと自在に動かし空中にまで連れて行ってくれたような印象を受けた．ドローン

も駆使していたそうである．また，思わず笑ってしまうウィットに富む時空間運びもセンスがよく，間

の取り方も優れていた．また，動きがいわゆるリズム系ダンスの型にも，他の既存型にも全くはまって

いない点も良かった．そして，何よりも素晴らしかったのは，そのような技術の上に，出演者全員が心

底楽しんでいるのが伝わってきていたことだ．きっと彼らは仲が良いのであろう．大変な練習も楽しか

ったに違いない．大きな喜びを持った創造プロセスが生み出す作品に叶うものはない．これからこの会

が目指す世界が見えたような気がした．心地よい爽やかな風が通り抜けた，鮮やかな一瞬であった． 

 今年度の実行委員会の準備には，例年にはない大変な苦労があったと思う．コロナ禍でのいつもと違

1



巻頭言 

 

う状況で，かつ各自の日々の仕事もある中，膨大な準備時間とやりとりがあったであろう．しかしその

結果，実行委員全員の力を集結し，最後まで無事に運営ができた．評判はよく，盛会であった．本研究

会会員の皆様を代表して，お礼を申し上げたい．実行委員の先生方，本当にありがとうございました．  

 実行委員に，上記の他，オンライン運営を体験して良かったことを聞いたところ，以下があげられ

た．通常大会では得られない達成感，授業ではできない技術的にも高い経験値，これらを得たこと，ま

た，オンライン対話によって，通常出会えない，多くの教員や学生たちと出会えたことなどがあった． 

 オンラインについては私自身も，2020年前半，全授業オンライン実施の体験をした．舞踊はライブが

命なのは間違いないのであるが，オンラインでの創意工夫の連続の日々は，今まで，感じたことのない

やりがいと達成感を感じた．危機に接し，明日やっていけるのかと思う，瀕死とも言える状態は，新し

いものを生み出すのに必要な強烈な創造エネルギーを生み出すのだと言うことを体感した半期であった． 

 私は，実技のオンラインで特に良い点は，４点あると思う．１つ目には，どのような授業や講習を行

うにしても，企画場所から離れた，たとえば九州にいる私のような人も企画に参加しやすい．２つ目と

して，関節や指先の動き，息を吸っているのか吐いているのか等，動きのディテールまでが見える．こ

れは，体育館で通常離れた場所に学生がいる状況では決してできない学習である，動きの質感を向上さ

せる授業になる可能性を含んでいる．３つ目として，オンデマンド配信では動きを巻き戻したりできる．

個別対応のペースで覚え，次週の予習もできる．対面時には既に覚えているため，様にならないことを

恥ずかしく思う必要がない．４つ目は，画像を指導者や講師に提出する場合も，１対１対応で指導者や

講師に見せるだけであるため，恥ずかしさがほとんどなく学習ができる．こういったことであろうか． 

 今年度で大会は40歳になり，そして，舞踊教育学研究は20歳になる．同じ教育学系協会保健体育部

門でも初めはいくつかの研究会があったが，途中，諸般の事情で，活動は断念したと聞いている．しか

し，この研究会は続いてきた．多くの会員の想いを内包し，万難を排し，さらにこのコロナ禍にあって

も，本年も継続されている．驚くべきことである．他のどの部門もなし得なかった活動を実現している．

この実現は，これまでバトンを受け渡してこられた，一人一人の情熱とエネルギーの集積に他ならない． 

 私は，本研究会には舞踊教育学研究創刊号から何度かお世話になった．そのことは，自分がドクター

論文に挑戦する土台を形成する契機となった．しかし，論文を投稿し審査を受ける身であった私が，ま

さか巻頭言を書く立場になるとは想像していなかった．随分時間が経ったのを感じている． 

 この第40回大会は記念すべき大会であった．ここまでの歩みを経て，本研究会が必要としている課題

については，40年の活動詳細と成果とともに，先行の文献に纏められている (細川,2018；松尾,2015；

村田,2015；髙橋,2015, 2018, 2019；茅野,2019）．これらの課題について，現役生である私たちは互い

を尊重しながら信頼関係を築き，調和を保ちつつ，解決方法を考案し，これから次の歴史の１ページを

丁寧に紡いでいく必要があるであろう．今は，ちょうどその転換期ではないかと考えている． 
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実践研究 

 
大学体育における「ムーヴメント始まりのダンス創作学習」の実践研究 

―ソマティック・ムーヴメント・エデュケーションを基盤として 
 

橋本 有子（お茶の水女子大学） 
 

A Practical Study of "Creative Dance Derived from Movement" in University Physical Education 
-based on Somatic Movement Education 

YUKO HASHIMOTO, Ochanomizu University 
 
Keywords: ソマティック・ムーヴメント・エデュケーション、創作、大学体育、ダンス、ラバン／

バーテニエフ・ムーヴメント・スタディーズ／システム（LBMS） 
 

Abstract 
The purpose of this research is to present the content of "Creative Dance Derived from Movement" in 

university physical education, and to clarify the benefits and challenges of the study. This part of the curriculum 
utilized both movement study with the Laban/Bartenieff Movement Studies/System (LBMS), which has 
characteristics of Somatic Movement Education, and creative dance with the movement as the initial point. 
Results of the research questionnaire suggested the overall education content was enjoyable and smooth for 
the students to engage in creative activities. Specific feedback on “good points,” “difficult points,” and 
“thoughts on looking back” were mainly grouped into six categories: Creativity, Expression, 
Knowledge/Understanding, Collaboration, Comparison with the Past, and Future. The findings in students’ 
experiences indicated that learner’s knowledge of physical and linguistic movement let both movement 
repertoire/variety increased, and range of physical expression improved. However, weaving the physical and 
linguistic thoughts together and phraseological features of the movement language/symbols used in the creative 
process were challenges. 

 
要約 

本研究の目的は、大学体育における「ムーヴメント始まりのダンス創作学習」の内容を提示し、

学習の利点と課題を明らかにすることである。当該学習は、ソマティック・ムーヴメント・エデュ

ケーションの性質をもつラバン／バーテニエフ・ムーヴメント・スタディーズ／システム（LBMS）
を用いたムーヴメントの学習を経て、ムーヴメントを出発点として創作活動を行った。質問紙調査

の結果から、全体として楽しく円滑に創作活動に取り組める学習内容であったことがわかった。ま

た「良かった点」、「難しかった点」、「振り返って考えたこと」の自由記述結果は主に、創作、

表現、知識・理解、共同作業、過去との比較、未来の 6 カテゴリーに集約された。そこから、当該

学習の利点として、身体的かつ言語的なムーヴメントの知は、ムーヴメントの選択肢を増やし、身

体表現の幅を拡張させることが示唆された。他方、課題として、身体的かつ言語的思考を織り成す

学びや、ムーヴメント言語／記号の文節的な特色が、創作活動をすすめる上で難しさにもなること

がわかった。 
 

Institution: Center for Institutional Research, Educational Development, and Learning Support 
Address: 2-1-1 Otsuka, Bunkyo City, Tokyo 112-8610



大学体育における「ムーヴメント始まりのダンス創作学習」の実践研究 
―ソマティック・ムーヴメント・エデュケーションを基盤として 
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1. はじめに 
これまで表現運動・ダンス領域では、題材か

らイメージしたものを具現・体現化するための

身体の育成、すなわち「動き（ムーヴメント）

の学習」の重要性が指摘されてきた。具体的に

は、素材である学習者の身体やその動きについ

て学ぶこと 8)、13)、運動そのものの面白さを抽象

的に探求すること 9)、運動する身体を捉え意図

のある動きの形成を行うこと 16)が挙げられる。

イメージしたものを身体で表現するとき、私た

ちにはそれを実行できる身体が必要になる。言

い換えれば、身体が実行できるムーヴメントの

選択肢を増やしていくことは、表現の幅を拡張

してゆくことになる。 
世界の身体・ダンス教育に目を向けると、ル

ドルフ・ラバン注 1)の思想がその多くに影響して

いることがわかる。ラバンは、ムーヴメントは

その人の内なる人生（Inner Life）が露わになっ

たものであると考えた 10)。よって、ムーヴメン

トに専念することで自身の内側と外側の世界の

関連性を学ぶことができると述べ、ムーヴメン

トの感性を高める教育を基盤にした身体／ダン

ス教育の段階的・体系的な教育法を提案した 11)。 
筆者はこれまで、ラバンの思想を基にして米

国で発展したラバン／バーテニエフ・ムーヴメ

ント・スタディーズ／システム（LBMS）を用い、

「ムーヴメント始まりのダンス創作学習」を行

ってきた 6)。そこには、ソマティック・ムーヴメ

ント・エデュケーションの性質をもつ LBMS を

用いたムーヴメントの学習がある。創作はムー

ヴメントを出発点とし、イメージやテーマに結

びつけることを目的とせず、ムーヴメントその

ものに専念する。「ムーヴメント語彙が徐々に

確立されてゆくことで、ダンスの表現力が高ま

ってゆく」12)と言われるように、筆者自身、学

習者の身体が多様なムーヴメントの探求により

耕され、選択肢を広げることで、豊かな身体表

現を生んでいる感触がある。同様の教育実践 14)

では、学習者らが言語／記号を発想の元にして

楽しく創作活動に取り組めたことや、身体を意

識して動かせたことを報告している。よって、

これらムーヴメントを出発点にした創作学習が

先に述べたムーヴメントの学習の一案になる可

能性があるものの、国内で報告されている同様

の授業実践は他に見当たらず、その実態は明ら

かになっていない。 
そこで本研究は、筆者が実施した大学体育に

おける「ムーヴメント始まりのダンス創作学習」

の内容を提示し、学習者らへの質問紙調査によ

り学習の利点と課題を明らかにする。本研究で

得られる知見は対象や時間数が異なる学校教育

に直接還元することは難しいものの、表現する

身体の育成に必要な、ムーヴメントの学習につ

いての議論を進める一助となることを目指す。 
なお、本稿では学習指導要領に示される「創

作ダンス」と一般的なダンスの創作学習を区別

し、後者を意味する言葉として「ダンス創作」

を用いる。また、学習者らは「創作ダンス」の

語を「一般的なダンスの創作」の意味で理解し

ている（結果 3-1 参照）可能性が高いため、学

習者らの記述におけるそれについては「創作ダ

ンス［ダンス創作］」と示す。 
 
2. 方法 
2-1 ムーヴメント始まりのダンス創作学習の概

念階層構造の内容 
図 1 に示すように、中間層にある（2）ラバン

／バーテニエフ・ムーヴメント・スタディーズ

／システムは、最下層の（1）ソマティック・ム

ーヴメント・エデュケーションの性質をもつ。

最上層の（3）ムーヴメント始まりのダンス創作

学習は、（1）と（2）のいずれもの性質を持つ。

A および B は（2）を構成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（1）ソマティック・ムーヴメント・エデュケー

ション 
最下層にあるソマティック・ムーヴメント・

エデュケーションは、内側の感覚を研ぎ澄ませ

 
図 1 ムーヴメント始まりのダンス創作学習の階層構造 

（2）ラバン／バーテニエフ・ ムーヴメント・スタディーズ／システム

（1）ソマティック・ムーヴメント・エデュケーション

A ムーヴメント概念

B ムーヴメント言語／記号

（3）ムーヴメント始まりのダンス創作学習
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ながらムーヴメントに意識的になることで、自

分の動き方を知ること、ムーヴメントの選択肢

を増やし新たな神経回路を拓くこと、ボディ−マ
インドをつなげることを目指す。これは、一人

称の知覚によって内側から経験される、生きて

いるからだ・人間の存在・個人を研究する領域

であるソマティクス 7)を基盤に発展してきた。

また、「固有受容感覚と運動感覚という身体ア

ウェアネス感覚は、ソマという、生きている身

体の内側にある伝達網の基盤をつくっている」
2)ため、ムーヴメントに意識的になることは結果

的に自分という人間存在に向き合うことになる。 
 
（2）ラバン／バーテニエフ・ムーヴメント・ス

タディーズ／システム（LBMS） 
中間層の LBMS は、個人がボディ−マインド

の関係に気づくことができるための独特な図式

を提供する技法やシステムの一つ 3)であり、「ム

ーヴメントの原理」1）と言われる。ムーヴメン

トの描写、解釈、記録が可能であり、これまで

多分野の研究や実践に用いられてきた。LBMS 
の専門家の Certified Movement Analyst（CMA）
注 2)は、LBMS の概念を体現できるよう訓練を受

ける。CMA である筆者は、LBMS を用いること

で、物質としての身体に限らないムーヴメント

全体の特徴を理解する助けになると考える。そ

してそれが、日常からダンスやスポーツまでの

あらゆるムーヴメントの観察、自己や他者の教

育、創造などの多岐にわたる場や領域で LBMS
が活用されている理由であると考えている。 
A ムーヴメント概念注 3) 

図 2 に示すように、LBMS を構成するムーヴ

メント概念は「Body」、「Effort/Dynamics」、

「Shape」、「Space」の 4 つを代表とする、相

互に関わりを持つ多角的な視点それぞれに分類

される。当該実践では、ムーヴメント概念の基

本が学べるよう「1. 身体部位」、「2. アクショ

ン」、「3. フレージング」、「4. 形・型」、「5.
 内蔵」注 4)、「6. 空間」、「7. ポジティヴ・ネ

ガティヴ空間」を選択した。図 3 に 10時限で配

布した 7 つのムーヴメント概念と記号をまとめ

た資料を示す。 
 

B ムーヴメント言語／記号  
ムーヴメント言語／記号は、A のムーヴメン

ト概念を言語化／記号化したものである。Eddy
（2016）は、「ムーヴメントの経験を導くため

の言語の使用は、高度に発展した LMA 分類に

よって支えられてきた」4)と説明する。ムーヴメ

ント言語は、無意識であったムーヴメントや身

体を意識させ、考えながら感じながら動くこと

を促す。すなわち、ムーヴメント言語による客

観的思考である「言語的思考」15)と、動作によ

る主観的思考である「身体的思考」15)を促す。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
（3）ムーヴメント始まりのダンス創作学習 
最上層のムーヴメント始まりのダンス創作学

習は、身体的思考と言語的思考が織り成す学び

を通して、身体的にも言語的にもムーヴメント

の知を得ることで、ムーヴメントの選択肢を増

やすことを目指す。また、ムーヴメントを組み

合わせて創作し、身体表現を繰り返すことで、

学んだムーヴメントを用いて身体で表現する方

法や創作の基本を身に付けることも目指す。 
2-2 全授業 15時限とムーヴメント始まりのダン

ス創作学習の流れおよび内容 
a 全授業 15時限の流れおよび内容 

表 1 に、全授業 15時限の流れを示す。1時限
のガイダンスと 9時限の体力測定は、種目に分

かれる前の全員での授業であり、他の 13時限分
は種目ごとの授業実践であった。2時限および 3
時限で幼少期の遊び注 5)、ノンヴァーバルゲーム
注 6)、名前ダンス注 7)を行った。その後、ムーヴメ

ント始まりのダンス創作を行った。後半は、何

でも始まりのダンス創作注 8)を行った。創作学習

を行う際の 5、6名のグループは学科およびダン

ス経験者・未経験者混合にし、全ての活動を同

じグループで行った。 

 
 
図 2 使用した 7 つのムーヴメント概念 

Effort/Dynamics
3. フレージング

Space
6. 空間

Body
1. 身体部位
2. アクション
5. 内臓

Shape
4. 形・型

7. ポジティヴ・ネガティヴ空間
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b ムーヴメント始まりのダンス創作学習の基本

の流れおよび内容 
毎時限、約 80分のうち、始めの約 10分間で、

2時限で話し合った幼少期の遊びを用い「1. ウ
ォームアップ」を行った。その後の約30分間で、

「2. ムーヴメントの学習」を行った。表 2 にム

ーヴメント概念 1 から 7 の学習内 容および方 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法の概要を示す。次の 5分間で「3.記譜注 9)し創

作（ソロ）」を行った。まず、学んだ概念を表

す語や記号がまとまった資料を見ながら正方形

の紙に各自で記譜し、グループ内のメンバーと

交換した。その後、手元にきたものからソロで

ムーヴメントを創作した。次の約 10分間で「4. 
創作（デュオ・トリオ）」を、その後の約 15分
から 20分間で「5. 創作（グループ全体）」を行

った。作品の長さは平均 30 秒から 1 分であっ

た。なお、ムーヴメントの考案者がその動きの

責任者となり各学習者の声がグループ内で生き

るようにした。また、グループ創作では完成し

ているものを崩す必要はなく、デュオやトリオ

が同時に存在しても、片方が動いている時に片

方が静止しても良く、組み合わせや繋げ方は自

由であった。最後に成果をクラス全体で共有す

る「6. 発表」の時間を設けた。授業の終わりに

「7. 気づきノート」注 10)を記入し終了した。授

業構造は、ガードナー（1983）の多重知能理論
5)を参照した注 11)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 全授業 15 時限の流れ 

 

時 内容

1 ガイダンス（全体：種⽬分け ダンス、室内・屋外スポーツなど）
2 幼少期の遊び、ノンヴァーバル・ゲーム、名前ダンス
3 名前ダンス（ソロからデュオ・トリオ、そしてグループへ）

4 ムーヴメント始まりのダンス創作1  （概念1、2）

5 ムーヴメント始まりのダンス創作2  （概念3）
6 ムーヴメント始まりのダンス創作3  （概念4）
7 ムーヴメント始まりのダンス創作4  （概念4、7）

8 ムーヴメント始まりのダンス創作5  （概念5、6）

9 体⼒測定（全体）
10 何でも始まりのダンス創作1（授業終了後に質問紙調査）

11 何でも始まりのダンス創作2

12 何でも始まりのダンス創作3

13 何でも始まりのダンス創作4

14 何でも始まりのダンス創作5

15 最終発表会

 
図 3 第 10 時限配布物「7 つのムーヴメント概念と記号のまとめ」 
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c グループ創作に至る記譜の例 

図 4 に、あるグループの学習者らの記譜を示

す。まず各々が概念 1 の身体部位「どこ」が動

くのか、と概念 2 のアクション「どう」動くの

かを正方形の紙に記譜し仲間と交換した。次に

手元にきたものを参考にソロでムーヴメントを

創作し、デュオ・トリオで仲間のムーヴメント

と繋げながら、概念 3 のフレージング「どのよ

うなまとまりで」動くのか、を加えた（長方形

の紙）。最後に、グループ創作を行った。 
2-3 測定方法と手続き 
I 対象者 

2019年 10月から 2020年 1月に、都内女子大

学一年生必修体育の 2授業（それぞれ 2 学科混

合）でダンスを選択した 53名のうち、研究参加

の同意と質問紙の回答が得られた 43 名であっ

た。 
II 質問紙調査 

表 3 に内容を示す。酒向（2009）14)を参考に

作成し、調査は 10時限後に行った。回答形式は

2件法（はい／いいえ）、5件法（5.とてもそう

思う、4.どちらかと言えばそう思う、3.どちら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とも言えない、2.どちらかと言えばそう思わない、

1.全然そう思わない）または自由記述式であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 質問紙調査の手続き 

学習者らに研究の説明を行い、研究参加に同

意する場合、同意書の署名および質問紙の回答

を求めた。参加者は各々の携帯電話を用い、

Google Form 経由で回答した。本研究はお茶の水

女子大学倫理委員会の承認を得て実施した。 

表 3 質問紙調査の内容 

 

番号 質問内容 回答形式
１ 授業外のダンス経験、種類、頻度、期間 記述式
２ ダンス創作の授業を受けたことがありますか はい・いいえ
３ 時期、内容、そのときの経験について 記述式

４ 経験の有無に関わらず、今回の授業を受ける前までのダンス
創作の印象を教えてください

5件法

５ その理由について教えてください 記述式
６ ムーヴメント始まりのダンス創作は楽しかったですか 5件法

７ ムーヴメントを出発点にしたことによりダンス作品は創り易
かったですか

5件法

８ ムーヴメント始まりのダンス創作の良かった点は何ですか 記述式
９ ムーヴメント始まりのダンス創作の難しかった点は何ですか 記述式

１０ 授業で取り上げたムーヴメント概念で最も好きだったものに
ついて、その理由と共に記述してください

記述式

１１ 逆に最も難しかったものについて、その理由とともに記述し
てください

記述式

１２ ムーヴメント概念をもっと学びたいですか 5件法

１３ 最後に、これまでの授業を振り返って考えたことを自由に書
いてください

記述式

表 2 「2. ムーヴメントの学習」の概要 

 

概念 学習内容

1. 身体部位
授業者の声がけで一つ一つの内臓の辺りに触れ、動きながら、名称と位置を確認した。その後、自分の異なる身体部位（例：頭と
肘、膝と足首）を近づけたり、くっつけたりした。次に二人組になり相手の身体部位と自分の部位を先ほどと同じように近づけた
りくっつけたりした。はじめは授業者がリードし、徐々に二人組で自由に動いてもらった。

２. アクション

1から11個のアクションはひとつひとつ探求の仕方が違った。例えば体重移動は、授業者がリードして片足から片足の重心移動を
皆で体験した後、「他に重心が移動するムーヴメントは何がありますか」と問いかけ、特定の学習者のムーヴメントに注目して取
り上げながら、それに続いて皆で動いた。その他、エアリアルは「宙に浮くムーヴメント」であると説明しつつ授業者が身体を空
中に浮かすようなムーヴメントを見せた後、「他にどのようなものがありますか」と声をかけ、学習者らが即興的に動いていった
ものもあった。また、基本的には全身の動きであるが、ジェスチャーとして部分的なムーヴメントも可能であることを説明し、よ
り多様性あるムーヴメントが生み出せるように声がけをした。

３. フレージング
はじめに、第3回で学習者らが創作した名前ダンスを使って、9つのフレージングの見本を授業者が動いて見せた。その後、グルー
プごとに自分の名前ダンスのフレージングは何だったか、動きながら振り返った。自分が何をしていたかを客観視した上で、異な
るフレージングに変更し、ムーヴメントや身体感覚がどう変わるか、試した。

４. 形・型

姿勢の変化による自身の感覚と、他者の姿勢を観たときの感覚の両方を経験するため、お題（「大学生と高校生の違い」など）を
中心に各グループで輪になって話し合いながら、授業者の声がけで、数分ずつ、5つの形・型の姿勢に変化させていった。その後、
自身の感覚と、他者を見て感じることについてそれぞれグループで話し合い、全身で5つの形・型を即興で創作した。空間の概念
に含まれる低・中・高のレベルの違いが見られなかった場合、「低い位置でピンライク・シェイプをつくってください」、「高い
位置でボールライク・シェイプをつくってください」などと声がけし、3つのレベルも紹介した。その後、上半身下半身でそれぞ
れ、別の形をつくるよう促し（例：上半身はボール、下半身はウォール）、身体で創作できる様々な形・型を探求した。

５. 内臓
授業者の声がけで一つ一つの内臓の辺りに触れ、動きながら、名称と位置を確認した。その際、簡単に各々の機能や形についても
言及し、内臓ひとつひとつも、身体と同じように3次元のボリュームを持っていることを伝えた。次に、イメージした光の玉を内
臓に入れ、別の内臓に移す「内臓キャッチボール」を学習者自身の身体内で行った（例：心臓から肝臓へ、肝臓から左の腎臓へ）。
その後、「＜私の＞右の肺から＜あなたの腸＞」のように、声に出しながら二人組で内臓キャッチボールを行った。其の際、身体
の前面だけでなく、横、後ろも使って、身体および空間のボリュームを意識するよう声がけした。

６. 空間
球体であるキネスフィアの紹介は、プラスチック製の球体を見せながら授業者の言葉がけで皆で動きながら進めた。1次元の空間
の概念およびそのムーヴメントは、プラスチック製の正8面体の模型を見せながらその場で探求した。3次元の空間の概念について
は、プラスチック製の正6面体の模型を見せた後、鈴蘭テープを用いてグループ毎に、人が入るサイズの正6面体を作成し、その中
で一人一人が、正6面体の8つの頂点に引っ張られるように動く体験をした。その際、中にいる人が動いている方向の延長戦上に頂
点があるかどうか、周りに居るグループのメンバーがフィードバックをした。

７. ポジティヴ・
ネガティヴ空間

ルビンの壺を用いてポジティヴ・ネガティヴ空間の概念を共有し、身体の場合には、身体がポジティヴ空間、その周りがネガティ
ヴ空間になることを説明した。その後二人組になり、一人がポーズをしているところに、もう一人が相手のネガティヴ空間に入っ
たり、ポジティヴ空間に身体を沿わせるようにしたりしてポーズをとった。最初にポーズをしていた人は、相手が静止したらその
場から離れ、パートナーの身体がどのような状態かを視覚で捉えたのち、同じように相手のネガティヴ空間に入ったり、ポジティ
ヴ空間に身体を沿わせた。慣れてきたら、8カウントずつ、などと全員で切り替えのタイミングを合わせて、音楽とともに動いた。
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IV データ分析 

本研究では質問 1、2、3、6、7、8、9、12、13 
の回答結果を分析対象にした。得られた回答は

Microsoft Excel ファイルに出力し、2件法、5件
法で尋ねた質問の回答はそのまま集計した。自

由記述回答は、KJ法を用いて意味内容ごとに切

片化し、ラベルづくりをした後、グループ編成、

表札づくり、カテゴリー分け、図解化、文章化

を行った。グループ編成からカテゴリー分けま

では、5名の学習者が補助をした。 
 

3. 結果 
3-1 学習者のダンスおよび創作の経験 

ダンス経験は「あり」が 22名（51%）、「な

し」が 21名（49%）であった。創作の経験は「あ

り」が 28名（65%）、「なし」が 15名（35%）

であった。経験時期は小・中・高の体育科授業

のいずれかで、内容はテーマやイメージに関連

付けるもの（創作ダンス）が 10名、その他音楽

に合わせて振付するものなどが 18名であった。 
3-2「楽しさ」 

表 4 に「ムーヴメント始まりのダンス創作は

楽しかったですか」の問いの回答結果を示す。

肯定的、中立的、否定的な回答はそれぞれ、86%、

12%、2%であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3-3「創り易さ」 

表 5 に「ムーヴメントを出発点にしたことに

より、ダンス作品は創り易かったですか」の問

いの回答結果を示す。肯定的、中立的、否定的

な回答はそれぞれ、84%、14%、2%であった。 
 
 
 
 

 
 
 
3-4「もっと学びたいか」 

表 6 に、「ムーヴメント概念をもっと学びた

いですか」の問いに対する回答結果を示す。肯

定的、中立的、否定的な回答はそれぞれ、70%、

26%、4%であった。 

表 4 「ムーヴメント始まりのダンス創作は楽しかった
ですか」の問いの回答結果 

 

回答（5件法） 人数
（計43名） 割合

5. とても楽しかった 14 33%
4. どちらかと言えば楽しかった 23 53%
3. どちらとも言えない 5 12%
2. どちらかと言えば楽しくなかった 1 2%
1. 全然楽しくなかった 0 0%

表 5 「ムーヴメントを出発点にしたことにより、ダン
ス作品は創りやすかったですか」の問いの回答結果 

 

回答（5件法） 人数
（計43名） 割合

5. とても創り易かった 19 44%
4. どちらかと言えば創り易かった 17 40%
3. どちらとも言えない 6 14%
2. どちらかと言えば創りにくかった 1 2%
1. とても創りにくかった 0 0%

 
図 4 学習者らの記譜 

A

B

C

D

E

デュオトリオ

グループ創作

概念2. 
アクション

概念1. 
⾝体部位

概念3. 
フレージング

概念3. 
フレージング

概念2. 
アクション

概念1. 
⾝体部位

ソロ

ソロ
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3-5「良かった点」  

「ムーヴメント始まりのダンス創作の良かっ

た点は何ですか」の問いの記述回答は、合計 41
ラベルになった。その後 10個に編成されたグル

ープ各々に表札を付けた。最終的に創作、表現、

知識・理解、共同作業、テーマの 5 カテゴリー

に集約された。表 7 にその構造を示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
はじめに「創作（22）」に関して、「舞踊科

の学生よりも動きの引き出しが少ない私にとっ

てはとても始めやすかった」、「とりあえず動

いてみることができた」、「いつもとは違った

観点で斬新なダンスがつくれた」といったよう

に、ムーヴメントを思いつきやすく簡単に創作

ができたこと、ムーヴメントが題材・材料・て

がかりとなり創作の出発点として有用だったこ

と、新しい観点により新規性・独自性があるダ

ンスをつくれたこと、また型があるからムーヴ

メントを自由に発展させられたことが挙げられ

た。「表現（8）」に関しては、「動かす部位や

動きの種類を明確にすることができたので曖昧

な動きが減った」というように、身体を意識し

て動けた、身体の使い方や動き方に多様性が出

て可能性が広がったという内容があった。「知

識・理解（6）」に関しては、ムーヴメント概念

や創作の方法を知り、論理的に理解し考えなが

ら創作ができた点が挙げられ、「この方法なら

自分でも創作ダンス［ダンス創作］に挑戦でき

そうだと思えた」という記述もあった。「共同

作業（2）」に関して、グループ活動を続けたこ

とで仲間と仲良くなれたこと、「テーマ（2）」

に関して、テーマに囚われないので悩まずムー

ヴメントを考えられたとの内容があった。 
 
3-6「難しかった点」 

「ムーヴメント始まりのダンス創作の難しか

った点は何ですか」の問いに対する記述回答は、

合計 34 ラベルになった。その後 6個に編成され

たグループ各々に表札を付けた。最終的に、創

作、知識・理解、表現、テーマの 4 カテゴリー

に集約された。表 8 にその構造を示す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
まず「創作（20）」に関して、ムーヴメント

同士や自分と人のムーヴメントの繋ぎ方が難し

かったことが挙げられた。また、「枠に忠実に

なることに捉われすぎてしまった」というよう

に、型からの発展が難しかったとの内容があっ

た。「知識・理解（6）」に関しては、ムーヴメ

ント言語／記号の種類と名前を判別すること、

「表現（2）」に関し、「選んだ概念をうまく身

体で表現すること」、また「テーマ（2）」に関

しては、「明確なテーマが定まりにくい」とい

う記述もあった。 
 
3-7「振り返って考えたこと」 

「これまでの授業を振り返って考えたことを

自由に書いてください」の問いに対する記述回

答は、合計 52 ラベルになった。その後 10個に

編成されたグループ各々に表札を付けた。最終

的に、表現、共同作業、過去との比較、知識・

理解、未来、難しさの 6 カテゴリーに集約され

た。表 9 にその構造を示す。 

表 8 「難しかった点」の表札とカテゴリー 

 

表札（ラベル数） カテゴリー
繋ぎ方（12）

創作
型からの発展（8）
知識・理解（6） 知識・理解

表現（2） 表現
テーマ（2） テーマ
その他（4）

表 6 「ムーヴメント概念をもっと学びたいですか」の
問いの回答結果 

 

回答（5件法） 人数
（計43名） 割合

5. もっと学びたい 16 37%
4. どちらかと言えば学びたい 14 33%
3. どちらとも言えない 11 26%
2. どちらかと言えば学びたくない 1 2%
1. 全然学びたくない 1 2%

表 7 「良かった点」の表札とカテゴリー 

 

表札（ラベル数） カテゴリー
簡単（9）

創作
ムーヴメントの有用性（7）

新規性・独自性（3）
型からの発展（3）
身体の意識（4）

表現
多様な動き方（4）
知識・理解（6） 知識・理解
共同作業（2） 共同作業
テーマ（2） テーマ
その他（1）
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はじめに「表現（11）」では、「表現は無限

にある」、「ダンスは表現の一手段である」、

「身体表現は学んだ知識と豊かな感性との両方

があってより多様化する」といった、表現の奥

深さにふれたような記述があった。また、「ま

だまだ動かせる骨や筋肉や内臓がある」という

ように、多様な動き方を経験したことによって

新しい身体感覚を得て、身体表現の可能性に気

づいた内容もあった。「共同作業（11）」に関

して、個人のムーヴメントを組み合わせてゆく

楽しさ、身体を動かすことでグループの仲間と

親密になれたこと、専攻が異なる人たちとの活

動を通して異なる価値観に触れられたことにつ

いての前向きな内容が挙げられた。他方、話が

滞った時に焦ったことや、コミュニケーション

の重要性を指摘する内容もあった。「過去との

比較（10）」では、「今までどのように創作し

たら良いか分からなかったが、ムーヴメントの

概念を学んで選択肢が増えた」、「皆が沢山ア

イディアを持っていて、それが活発に出るので

今まで受けてきた創作ダンス［ダンス創作］と

全く違うなと感じた」といったように、ダンス

創作のイメージが肯定的に変化したとみられる

記述があった。また、ムーヴメントから発展さ

せる創作の方法、音が無いダンス、自分で発声

して踊るダンス、その他、毎回の導入が違って

新鮮だった、といったアプローチの新鮮さに関

する内容もあった。「知識・理解（9）」では、

ムーヴメント概念や言語／記号についての学び

が印象的で、「どれも創り始める時に役立つ知

識だと感じた」、「ダンスを始めた初期に知り

たかった」などの記述があった。「未来（8）」

に関して、授業後半の何でも始まりのダンス創

作への意気込みに関する記述のほか、授業後の

未来について「体育教員になって創作ダンス［ダ

ンス創作］を教えたいので、この経験を生かし

たいと思った」、「今後振付けをする機会があ

ったらこの方法を用いたい」、といった記述が

あった。「難しさ（2）」について、ダンスや表

現は難しいという内容もあった。 
 
4. 考察 

本研究は、大学体育におけるムーヴメント始

まりのダンス創作学習の内容を提示するととも

に、学習者らへの質問紙調査により当該学習の

利点と課題を明らかにすることを目的とした。

まず、3-2「楽しさ」、3-3「創り易さ」に関して

80%以上の学習者らが肯定的な回答をしたこと

から、全体として楽しく円滑に創作活動に取り

組める学習内容であったことがわかった。また、

3-4「ムーヴメント概念をもっと学びたいですか」

に関して、肯定的：中立的／否定的の回答結果

が 7：3 であったことから、大半の学習者の動機

付けは行えたと考えられる。さらに、自由記述

回答の 3-4「良かった点」、3-5「難しかった点」、 
3-7「振り返って考えたこと」のカテゴリー（ラ

ベル数）を重ね合わせると、創作（42）、表現

（21）、知識・理解（21）、共同作業（13）、

過去との比較（10）、未来（8）、テーマ（4）、

難しさ（2）となった。以下、5 ラベル以上を含

む上位 6 カテゴリーについて、利点および課題

の各々の観点から考察する。 
4-1 創作 

結果より、簡単に創作活動に取り組めたこと

や、ムーヴメントが創作の始点として有用であ

ったことは、先行研究 14)の結果と類似した。こ

れは、学習者らが身体的にも言語的にもムーヴ

メントの知を得たことで、ムーヴメントの選択

肢を増やし、それらを創作の始点として活用す

ることができたからであると考えられる。した

がって、「ムーヴメントの学習」が、大橋（2017）
が創作活動に必要だと主張する「現実の次元で

の物理的な身体やその運動の準備」13)として機

能した可能性がある。 

表 9 「振り返って考えたこと」の表札とカテゴリー 

 

表札（ラベル数） カテゴリー
奥深さ（6）

表現
多様な動き方（5）
共同作業（11） 共同作業

ダンス創作のイメージ変化（7）
過去との比較

アプローチの新鮮さ（3）
知識・理解（9） 知識・理解

近い未来：授業後半（4）
未来

授業後の未来（4）
難しさ（2） 難しさ
その他（1）
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一方、先行研究 14)と同様にムーヴメントの繋

ぎ方の難しさも指摘された。当該学習では毎時

限、平均 3 つのムーヴメントを繋ぐソロ、デュ

オ／トリオ、そして5、6名のグループの創作時、

の計 3回繋ぐことを課した。「柔軟性を持って

変化させて良い」と周知したものの、短時間に

複数回、創作しつつ繋げることは、学習者の負

担であったと考えられる。ムーヴメント言語／

記号は、連続するムーヴメントを文節化し、構

造を知覚できる良さがある反面、単独で成り立

つため独立しやすい。よって、ソロからグルー

プのダンス創作に至るまでの過程を見直すとと

もに、ムーヴメントのまとまりをつくる概念 3
のフレージングを早い段階で定着させる必要が

あると考えられる。 
その他、「型からの発展」については相反す

る意見が存在した。「型があるから自由になれ

た」や「一つの概念から様々な表現ができた」

といった肯定的な捉え方と、「型があるゆえに

広がりにくかった」や「パターン化した」とい

った否定的な捉え方があった。ムーヴメント始

まりのダンス創作学習は、ムーヴメント概念や

言語／記号を意図的に型・枠組みとして用いる。

したがって、既に多様なムーヴメントの引き出

しを持つ経験者ほど、制限を感じた可能性があ

る。今後は、学習者に対して、当該学習はムー

ヴメントの基礎的な知識や技能を獲得する学習

段階であることを伝えることが重要であること

がわかった。 
4-2 表現 

結果より、身体を意識し自分が何をしている

かが明確になったことや、身体の使い方や動き

方に多様性が出て可能性が広がったことも先行

研究 14)と同様の結果となった。寺山（2017）は、

「表現の主体である＜私＞が＜私＞の身体をど

のように動かしているかを問うことは、学習者

の身体を育てることであり、身体教育としての

ダンス学習の意義といえる」16)と述べる。身体

的かつ言語的思考を織り成すムーヴメントの学

習を通して、学習者らが得ていった身体的かつ

言語的なムーヴメントの知は、身体が実行でき

るムーヴメントの選択肢を増やし、身体表現の

幅を拡張させていったと解釈できる。すなわち、

ムーヴメントの知が「徐々に確立されてゆくこ

とで、ダンスの表現力が高まって」12)いったと

言い換えられよう。 

他方、ムーヴメント概念を上手く身体で表現

できず葛藤した学習者も居たことから、一つの

概念を用いて多様な表現ができること、等身大

の身体でできることを探すことなどを丁寧に伝

えてゆく必要があることがわかった。 
4-3 知識・理解 

結果より、ムーヴメント概念や言語／記号を

学び、考えながら創作することや論理的に考え

る方法を肯定的に捉えた者も居れば、頭を使う

ことを難しさと捉えた者も居た。当該学習は、

身体的および言語的なムーヴメントの知を得る

ために、身体的かつ言語的な思考が織り成すよ

うにすすめた。したがって、それまで無意識だ

ったことに意識的になること、感じながら考え

ながら動くこと自体が新しい学びであり挑戦で

もあったと考えられる。 
また、「ムーヴメント概念をもっと学びたい

か」の回答結果について、肯定（積極）的、中

立的、否定（消極）的な者の割合は先行研究 14)

の 46%、29%、19%、無回答：6%に比べて、本

研究では 70%、26%、4%であった。先行研究に

比べ積極的な者の割合が多くなった理由は、学

習時間が先行研究で 11 時限分だったのに対し

本研究では半分以下の 5時限分であったこと、

また先行研究の主たる課題に挙げられた「記号

を覚える／暗記すること」が本研究では課題に

挙がっていないことの 2 点が関連する可能性が

ある。当該学習では、ムーヴメント言語／記号

は身体的思考を促すきっかけに用い、言語的思

考に偏ることが懸念されるそれらの暗記は課さ

なかった。しかしながら、難しさを感じた学習

者が居たことから、学習者の背景に合わせて適

切な教材量や内容を考えること、身体的／言語

的思考のバランスや織り成し方を引き続き検討

することが重要であると言える。 
4-4 共同作業 

全体として、仲間と取り組んだ創作活動は良

い経験になった、楽しかった、やりがいがあっ

た、といった前向きな記述が挙げられ、この共

同作業に関する前向きな評価は、当該学習が全
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体として楽しく円滑に創作活動に取り組める内

容であったことと関連することが推察された。 
4-5 過去との比較 
各々が経験してきた様々なダンス創作の経験

と比較し、創作学習のイメージが肯定的に変化

したり、当該学習のアプローチに新鮮さを感じ

たりした学習者らが居た。これは、其々が、そ

れまでの学習にはなかった当該学習の特色を自

ら見出したからであると解釈できる。   
4-6 未来 
近い未来である授業後半の何でも始まりのダ

ンス創作への意気込みや、授業後の未来である

将来教員になった際の抱負が述べられているこ

とから、短期的にも長期的にも学習者らを動機

付けるような学習であったと考えられる。 
 

5. 総合考察 
以上の考察から、当該学習の利点として、身

体的かつ言語的なムーヴメントの知は、ムーヴ

メントの選択肢を増やし、身体表現の幅を拡張

させることが示唆された。また、ムーヴメント

の学習が、創作活動をすすめる上で重要な前提

となったことも示唆された。したがって、創作

の出発点となるムーヴメントの学習を行った上

で創作活動に進んだ段階的方法が、創作を行う

上でも、ムーヴメントの学習による知を循環さ

せるためにも機能したと考えられる。 
他方、課題として、身体的かつ言語的思考を

織り成す学びや、ムーヴメント言語／記号の文

節的な特色が、創作活動をすすめる上で難しさ

にもなることから、それら指導方法については

引き続き検討する必要があることがわかった。 
 
6. おわりに 

ムーヴメント始まりのダンス創作学習は、身

体的思考と言語的思考を織り成すことで、自身

の身体を主観的にも客観的にも見つめる。そこ

で得た身体的かつ言語的なムーヴメントの知は、

学習者らの身体表現の幅を拡張するとともに、

創作活動をすすめてゆく力になったと考えられ

よう。今後、当該学習と後半の「何でも始まり

のダンス創作学習」の関連を調査することで、

ムーヴメントの学習と創作活動の関連について

さらなる検討を行いたい。 
 
注釈 
1）Rudolf von Laban（1879-1958）。建築、絵

画舞台芸術、ダンスに精通しムーヴメント

の実践研究を生涯続けた。LBMS の基盤お

よびラバノーテーションをつくった。 

LBMS は、LMA/BF: Laban Movement 
Analysis/Bartenieff Fundamentals とも呼ばれ

るが、近年はシステムの全体性を表す

LBMS の表記が主流になってきている。 
2）筆者は、2014年 5月に LBMS の専門資格で

ある CMA（Certified Movement Analyst）を

取得した。資格プログラムは、Laban/ 
Bartenieff Institute of Movement Studies
（LIMS）の拠点である米国ニューヨーク市

ほか、中国、イスラエル、台湾、南アフリ

カにて開講している（2021年 2月現在）。 
3）Movement Concept の日本語表記を、本稿で

は「ムーヴメント概念」とした。今後、適

切な表記方法（ムーヴメント・コンセプ

ト、動きのコンセプト、動きの概念など）

は検討が必要である。 
4）内臓の記号は、CMA であり LIMS元講師の

リチャード・ハイズマ（1945-：ニューヨー

ク州ロチェスター市拠点）が考案した。 
5）グループ内で自分が好きだった遊びを 2 つ

ずつ挙げ、ルールや呼び名の違いなどを共

有する時間とした。例えば「どろけい」

「けいどろ」などは地域差が見られる。最

終的にグループで好きな遊びを 2 つ選択

し、授業の冒頭でウォームアップとして活

用した。筆者の感触では、子ども時代の遊

びとその感覚を思い出すことでグループの

結束力が生まれ、かつ創作活動に前向きに

取り組める。 
6）非言語でコミュニケーションを取りながら

お題通りに並び順を変えるゲームである。

身長や足の大きさ順、名前の頭アルファベ

ット順、出身高校の地図上での位置（北か

ら南）順、将来の夢（アイウエオ）順など

のお題は、学習者らが互いを知る機会にな

るように設定した。 
7）筆者命名のアイス・ブレイキング・ゲーム

／ダンスである。目的は、身体で自己紹介

を行うことで、各々の個性を発揮しつつ、

互いの名前や存在を記憶することである。

はじめに、各々が自分の名前の音に合わせ
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た短いムーヴメントをつくる。その後グル

ープに戻り、一人が自分の名前を言いなが

ら動いた後、全員でエコーするように、動

く。それを順番に行った後、グループ全員

の名前とムーヴメントを記憶し、ゲーム性

を取り入れた活動に展開した。 
8）自由に設定した材料（ムーヴメント、即

興、音楽、チャンス、イメージ・テーマ＜

具体：物、文学や詩、地形・図など、抽

象：概念、思想など＞）を出発点にするダ

ンス創作である。 
9）ラバノーテーションから発展し、主に教育

現場で使われているモティーフ・ライティ
ングを使⽤した。CMA はこの使い⽅の訓
練を受けている。下から上へすすみ、横並
びのものは同時に起こる。 

10）「あたまの気づき（知識・理解）」、「か

らだの気づき（体感）」、「こころの気づ

き（感情）」の三点に関する自由記述で構

成されている。目的は、第一に学習者の学

習進捗状況や内面の変化などを捉えるこ

と、第二に思考、感覚、感情を言葉にする

機会を意図的につくり、メタ認知や「から

だメタ認知：諏訪（2015）」を促すこと、

第三にそれぞれの気づきに加え三者間のつ

ながりに気づくことである。有効性の検証

は今後の課題である。 
11）基盤となる「身体／運動的」知能に加え、

記号を描く／人のムーヴメントを観る「視

覚／空間」、共同作業における「コミュニ

ケーション」、ソロ創作での「内省」、他

者とムーヴメントを組み合わせ繋げる「論

理／数学」、ムーヴメント「言語」、そし

て、声や音を口ずさむ「音楽」知能を意識

的に活用した。観察「視覚／空間」では、

観る・観られるという経験を増やすため、

発表前のソロ、デュオ・トリオ、そしてグ

ループ創作段階で互いに観察し合う場を設

けた。 
 
文献 
1）Brehm. M. and McNett. L. (2006) Creative  

Dance for Learning, The Kinesthetic Link:US, 
p.A-2.  

2）Eddy. M. (2016) Mindful Movement -The E
volution of the Somatic Arts and Conscious 
Action-, Intellect:UK/US, p.7.  

3）Eddy. M. (2016)  
4）Eddy. M. (2016) p.215.  

5）Gardner, H. (1983) Frames of Mind: The T
heory of Multiple Intelligences, Basic Book
s:US. 
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TICS Magazine-Journal of the Bodily Arts a
nd Sciences 5(4) pp.4-8. 

8）原田奈名子（2019）舞踊・ダンスにおける
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第 20 号 pp.13-24. 
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研究—日英のナショナル・カリキュラムに

おける学習内容の比較を通して— 鹿児島女

子短期大学紀要 第 32 号 pp.23-38. 
10）Laban. v. R, and Ullmann. L. (2011) The 

Mastery of Movement, Annotated and edite
d by Lisa Ullmann, Pre Textosed:UK, p.19. 

11）Laban. v. R, revised by Ulluman. L. (197
5) Modern Educational Dance, Macdonald 
and Evans:UK.  

12）Laban. v. R, revised by Ulluman. L. (197
5) p.109.  

13）大橋奈希左（2016）学校における創作ダン

ス教育の原理的考察 学位論文 日本大学リ

ポジトリ pp.1-173. 
14）酒向治子（2009）LOD を用いた創作ダン

ス指導の実践と課題—大学生を対象として

— お茶の水女子大学人文科学研究第 5巻 
pp.157-173. 

15）滝沢文雄（2009）運動実践における言語の

役割とその限界 体育・スポーツ哲学研究
31-1 pp.75-85. 

16）寺山由美（2017）「表現運動・ダンス」領

域における「身体表現」—「意図のある動

き」の形成から捉え直す— 体育・スポー

ツ哲学研究 39巻 2 号 pp.95-108. 
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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 
第 39 回全国創作舞踊研究発表会（岡⼭⼤会）報告 

 
 ⽇本教育⼤学協会全国保健体育・保健研究部⾨ 舞踊研究会第 39 回（通算 67 回⽬）全国創作舞踊
研究発表会（岡⼭⼤会）は，2019 年 12 ⽉ 21 ⽇（⼟）・22 ⽇（⽇），岡⼭⼤学主管（実⾏委員⻑ 酒
向治⼦）にて，岡⼭シンフォニーホール において開催されました。研究発表会，村⽥芳⼦先⽣による
レクチャーデモンストレーション，近江望先⽣と⾼⽥康史先⽣によるダンスワークショップ，学⽣交流
会，教員情報交換会を企画し，関係者のご協⼒のもと無事終えることができました。⼆⽇⽬の舞踊作品
発表会は，⼀般来場者と全国から集ってくださった参加者の皆様で，⼤ホールの１階（収容 1200 ⼈）
が満席となる活況となりました。普段創作ダンスに接する機会が少ない⼀般来場者からは，「初めて観
た創作ダンスに感動した」「ダンスからエネルギーをもらった」など，好評価を頂くことができまし
た。「全国創作舞踊研究発表会」が，全国へのダンスの普及という役割を担っていることを，改めて実
感いたしました。 
 本⼤会の開催にあたり，たくさんの⽅々にご⽀援・ご協⼒を賜りましたこと，深く感謝申し上げま
す。本当にありがとうございました。 
 
【第 39 回全国創作舞踊研究発表会スケジュール】 
 
２１⽇(⼟) 9:50〜12:30 研究発表会 イベントホール（受付 9:30〜） 
     12:50〜13:30 昼⾷・総会 和⾵ホール 

13:50〜15:00 村⽥芳⼦先⽣レクチャーデモンストレーション 
イベントホール 

15:20〜16:40 ワークショップ①＜ ⾼ ⽥ 康 史 先 ⽣ ＞イベントホール 
15:20〜16:40 ワークショップ②＜近江望先⽣＞スタジオ１ 
18:30〜20:00 学⽣交流会 

イベントホール・和⾵ホール・スタジオ１ 
       教員情報交換会 ホール外・Stellina 

２２⽇(⽇) 9:30〜10:50 ワークショップ③＜ ⾼ ⽥ 康 史 先 ⽣ ＞スタジオ１ 
9:30〜10:50 ワークショップ④＜近江望先⽣＞イベントホール 

13:30〜17:00 舞踊作品発表会・本番 ⼤ホール 
 

 
 
 
 
 
 
 

岡⼭シンフォニーホール 外観・劇場内 
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空港⽞関案内 会場⼊り⼝ 

建物⼊り⼝ 

新幹線⼊り⼝案内 ロビー⾵景 

研究発表会 村⽥先⽣レクチャー 

デモンストレーション 

WS ショーイング 

近江先⽣ワークショップ ⾼⽥先⽣ワークショップ 

第39回全国創作舞踊研究発表会報告 
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表現運動授業における効果的な技能評価について

：技能ルーブリックの活用と有効性の検討

木山慶子（群馬大学）

１．緒言

（１）問題の所在と目的

1）小学校体育授業での「表現運動」実施率

「表現運動」は、小学校体育における必修領域

でありながら、その実施率は 100％ではない．表現

運動授業実践状況の調査（群馬県小学校体育研究

会，2015）における群馬県内 323 校（99.4％）から

の回答では、体育の授業において「表現運動」の授

業を実践している小学校の割合は、学年別に 1 年

92.1％、2 年 88.9％、3 年 47.9％、4 年 49.6％、5 年

77.8％、6 年 48.4％となり、3、4、6 年において 5

割以下に留まっている結果となった。

2）指導内容の不明確さについて

高橋（2016）は、特に男性教員は「踊った、指導

した」経験に乏しくダンス指導が難しいと感じて

いると述べ、さらに、この背景として、「小中高で

ダンスの授業を受けていない、教員養成大学でダ

ンスが必修化されていない、教員採用試験でのダ

ンス実技がない、ダンスの指導内容がわからない」

などがあるとしている。寺山（2007）は、「表現運

動」を指導する際の困難さとして①学習内容の不

明瞭さ②児童の反応と指導者の対応③指導言語④

教材の準備⑤授業時間の確保などについて考察し

ている。大西ら（2013）は、ダンスの指導内容はわ

かりにくく、そのため、学校ではダンスの授業が

敬遠されるという状況が繰り返されてきた、とす

る。このように、教師にとっての表現運動の指導

内容のわかりにくさの現状は依然ある。

そこで、本研究では、表現運動における「技能」

を具体化することによって、身につけさせたい技

能を明確にする。さらにそれらを基にルーブリッ

クを作成、活用することによって子どもたちの学

習成果を高めることを目的とした。

なお、本稿では、研究前半として、技能を具体化

し指導することによって学習効果が高まることに

ついて調査結果をもとに述べる。

２．研究方法

（１）対象及び期間

5 つの小学校表現運動授業における教師及び学

習者を対象とした（表 1）。学習指導要領に示す「技

能」をより具体化させ、授業を展開した。

（２）調査項目

学習効果を確かめるため、以下の 6 つの項目に

ついて調査した。

1）運動有能感調査、2）形成的授業評価

3）運動場面調査、4）相互作用調査

5）学習カード、6）授業映像

３．結果と考察

（１）表現運動における「技能」の具体化

1）学習指導要領に記載されている高学年の「技能」

を表 2 に示す。

学年 指導教師 体育免許 指導回数 実施時期

授業① 6 女性:教員歴5年 有 初 2016.11

授業② 5 女性:教員歴30年以上 有 毎年 2016.11

授業③ 5 男性:教員歴30年以上 有 初 2017.10

授業④ 6 男性:教員歴10年 無 初 2018.11

授業⑤ 6 男性:教員歴8年 無 初 2019.11

表1 授業概要

題材

➀激しい感じ
の題材

➁群（集団）
が生きる題材

・ひと流れの動きへの工夫の仕方とし
ては， 表したい感じやイメージを，
素早く走る－急に止まる，ねじる－回
る，跳ぶ－転がるなどの動きで変化を
付けたり繰り返したりして，激しい感
じや急変する感じをメリハリ（緩急・
強弱）のあるひと流れの動きにして即
興的に踊ること。
・群の動きの工夫の仕方としては，集
まる（固まる）－離れる，合わせて動
く－自由に動くなど，表したい感じや
イメージにふさわしい簡単な群の動き
でひと流れの動きにして即興的に踊る
こと。

➀動きの変化や繰り
返し（素早く走る－
急に止まる，ねじる
－回る，跳ぶ－転が
る）
➁動きに緩急・強弱
をつける
③群の動き（集まる
（固まる）－離れ
る，合わせて動く－
自由に動く）

・簡単なひとまとまりの動きへ
の工夫の仕方としては， 表し
たい感じやイメージを強調する
ように，変化と起伏のある ｢
はじめ－なか－おわり ｣ の構
成や群の動きを工夫して， 仲
間と感じを込めて通して踊るこ
と 。

➀はじめーなかーお
わり
➁群の動き（集まる
（固まる）－離れ
る，合わせて動く－
自由に動く）

③多様な題材 ・動きの誇張や変化の付け方として
は，表したい感じやイメージ を， 素
早く走る－急に止まる，ねじる－回
る，跳ぶ－転がるなどの差のある動き
や急変する動きを入れるなどして，変
化とメリハリ（緩急・強弱）のあるひ
と流れの動きにして即興的に踊るこ
と。

➀動きの差（素早く
走る－急に止まる，
ねじる－回る，跳ぶ
－転がる）や急変す
る動き
➁動きに緩急・強弱
をつける

・簡単なひとまとまりの動きへ
の工夫の仕方としては，表した
い感じやイメージを強調するよ
うに ｢はじめ－なか－おわり｣
の構成や群の動きを工夫した
り，特にラストシーンを印象的
にしたりして，個人やグループ
の持ち味を生かした簡単なひと
まとまりの動きにして， 仲間
と感じを込めて通して踊るこ
と。

➀はじめーなかーお
わり
➁ラストシーン
③群の動き（集まる
（固まる）－離れ
る，合わせて動く－
自由に動く）

即興的なひと流れへの動き

表2 高学年における「技能」

簡単なまとまり
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2）1）を踏まえ、5 つの授業において具体化した「技

能」を表 3 に示す。

（２）調査結果

1）運動有能感

授業③では、全体及び 3 因子すべてにおいて得

点が上昇した（表 4）。

2）形成的授業評価

授業④では、全体及び成果次元において得点が

上昇した（図 1）。

3）体育授業場面調査

授業④⑤において運動学習場面が 4 割を超えた

（表 5）。

4）教師の相互作用調査

授業④では、相互作用が 122 回という結果とな

った（表 6）。

5）学習カードの分析

授業①の子どもの学習カードの自由記述につい

て KH-coder による分析及び共起ネットワークを

作成した（図 2）。

「スローモーション」「再生」などの技能につい

ての語が抽出され、関わりのある語として認識さ

れていると推察できた。

図 2 子どもの自由記述の語の共起ネットワーク図

6）授業映像からは、単元時間が進むにつれ、子ど

もたちの技能の向上が見て取れた。

４．まとめ

技能をより具体化して、子どもたちに示すこと

は、学習内容がより明確となり、学習効果の向上

に有効であることが示唆された。今後は、これら

を踏まえた技能ルーブリックの作成と活用につい

て検証する。

引用・参考文献

相馬秀美（2018）教員養成系大学における現代的

なリズムのダンスの指導法授業に関する一考察、

日本女子体育連盟学術研究 34：39-51

與儀幸朝ほか（2012）パフォーマンス課題・評価を

取り入れたダンス授業の比較的研究．琉球大学

教育学部紀要（81）：315-326 他

単元時間

授業① 4 速く・遅く
大きく・小
さく

高く・低く 近く・遠く 繰り返す つなげる
おわりを作
る

授業② 4 速く・遅く
大きく・小
さく

高く・低く 近く・遠く 繰り返す つなげる
おわりを作
る

授業③ 4 速く 遅く 小さく 大きく 3秒止まる

2/4
大きく―小
さく

高く―低く 速く―遅く

3/4
スローモー
ション

早送り 巻き戻し 停止 繰り返し

4/4
はじめ-な
か―おわり

授業⑤ 5
動きを変え
る

大きさを
変える

強さを変え
る

速さを変え
る

具体の技能

授業④

表3 授業で具体化した技能

肯定 矯正 否定
③ 3 14 20 0 2 39
④ 49 67 6 0 0 122
⑤ 23 11 13 0 8 55

表6 教師の相互作用（回）
フィードバック

発問 励まし 計授業

因子 単元前 単元後

身体的有能さの認知 13.26 14.76 **

統制感 16.50 18.39 *

受容感 17.26 18.76 *

全体 47.02 51.81 **

*p<0.05 **p<0.01

表4 運動有能感得点の変化（授業③）

授業 学習指導（I） 認知学習（AI) 運動学習（A2) マネジメント（M)
④ 22.1 19.7 47.3 8.6
⑤ 37.4 13.2 42.1 7.5

表5 体育授業場面（％）
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低速度運動連鎖のある動きに着目した，身体知(暗黙知)に関する研究

清水 知恵（福岡教育大学）

１．はじめに

「身体知（暗黙知）」とは、一般的な意味では，

人がある動作を目で見て感じ取り身体感覚を通し

て再現する時などに働く知力の一つで、言語など

の「形式知」に対して用いられる。自転車に乗ると

いうような日常の身体操法だけでなく、演舞、ス

ポーツ活動、美術制作、声楽・演奏活動、また所謂、

職人といわれるような人が行う精度の高い身体操

法を用いる仕事でも、全て身体知が関与している。

今日の社会では、身体知が失われつつあること

が危惧され、学校現場においても、現行の学習指

導要領においては、「身体知」指導の必要性が明示

されており、「身体知」の構築・向上が現代社会に

おいて早急に求められていることを示している。

ところで、身体の動きには様々なものがあるが、

中でも、全身の運動連鎖（Kinetic chain）を伴い、

心地よい関節連動性のある動きは身体内部の動き

を意識的に捉えやすく、身体を歪みのない調和の

とれた元の状態に戻せることが実践から明らかに

なっている（橋本, 1978a, 1978b, 1987）。

関連して、これまでの研究では、こうした関節

連動性を伴う動きのアプローチ体験は、自己概念

を含む心理的側面においても、肯定的な作用を及

ぼすことが明らかになっている（清水, 2004, 2006;

清水・橋本, 2018）。さらに、ゆっくりした動きの

連鎖を伴う滑らかな全身運動が、身体の中を通る

とき、ファッシア（膜・筋膜）はリリースし、身体

の歪みは取れ、痛みや不定愁訴は消失する。筋膜

リリースの原理への関心は、近年高まってきてい

る（医道の日本編集部, 2018; キーオン, 2018）。

このような動きの体験は、身体内部の感覚であ

る動感（キネステーゼ）を捉え、創発させる可能性

がある。そして、低速度全身連動性を伴う動きの

体験プロセスには、「身体知」の創発・構築に有効

なヒントが見出せるのではないかと推察されるた

め、本アプローチを試みることとした。

２．研究の目的

自然界の調和比に基づいた個人固有性の呼吸リ

ズムを有し、かつ、低速度での関節の連動性を伴

う動きは、内的感覚を活性化させ、歪みの少ない

ゆるみを持つ身体を獲得できる可能性が推察され

る。また、こうしたアプローチは身体的（physical）

にも心理的（psychological）にもリラックス度を

向上させ、「身体知」創発・構築に有効な示唆を与

えるのではないかと考えた。

そこで本研究では、一つの事例研究として、前

述の全身連動性を伴う動きのアプローチの有効性

について明らかにすることを目的とする。

３．研究方法

本研究では、動きのアプローチが適切かを見る

ために、介入型の予備実験を 2 段階に分けて行う。

（１）質問紙

研究では今後、中学生への適用を視野に入れて

いる。そのため、中学生の心身の状態把握にも既

に実施されており、信頼性・妥当性を得ている尺

度である「リラクセーション感尺度」（下田・田嶌,

2004）の項目を使用した。

実験研究Ⅰでは、1 人に 17 枚の白紙[心身体感カ

ード]を 16 名に配布した。体験後の心理面を 1 枚

に 1 つ、11 枚以内の枚数で書き、また身体面で感

じたことを 6 枚以内の紙に書いてもらった。そし

て、合計 272 枚[16 名×17 枚]の用紙を、指導者か

らの強制や誘導は行わない状態で、各自主観的な

判断によって上記の尺度の下位概念を形成する

17 項目の上に，当てはまるカードがあれば置き、

あてはまらない場合は、枠外へ置くよう指示した。

実験研究Ⅰを踏まえた上で、実験研究Ⅱでは、通

常通りの測定尺度として使用した。

（２）動きのアプローチ

使用する動きのアプローチは、実験研究Ⅰ・Ⅱ

同じもので、身体調整法の分野で半世紀近く研究

が重ねられてきた操体法（橋本, 1978a, 1978b,
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1987）、および三軸修正法（池上, 2003, 2008a,

2008b, 2016）を基に，個人固有性の呼吸リズムを

生かした動きを体験させる。

まず、自然界の法則は多く、ハニカム構造にみ

られる調和比である一内角が 120 度の三角形の辺

の比が 3：5：7 や、ピタゴラス数 a2+b2=c2となる

3 辺の比が 3：4：5 になる、など法則は多々ある

が、本研究ではその内の三角形の辺の比 3：5：7

という自然界の安定した調和比を基準に、個人固

有性のリズムの呼吸を行う。吸気：停止：呼気＝

3：5：7 として、この呼吸リズムを自分の心地よい

範囲で無理のないように使用し、さらに低速度全

身連動性を有する、指先・足先等の末端から体幹

部を通して末端へ、連動させるように動かす動き

を用いて、90 秒程度の動きのフレーズを体験する。

この動きは、個人の快（心地よさ）の感覚と呼吸

から、身体の動きが導き出されることから、試技

等も必要ない点において独創的視点を持つ。

４．介入による実験研究Ⅰ

（１）目的

研究Ⅰでは、予備実験として、被験者が体験す

る動きのアプローチが、心身へ何らかの変化をも

たらすかについて、調べる。

（２）方法

対象者は、一般体育「ダンス」受講学生 16 名で、

実施期間は、週 1 回、90 分、1 週間であった。

（３）結果および考察

1 人 17 枚で 272 枚の用紙(16 名×17 枚)を各自が

分類したところ、2 枚枠外、7 枚白紙未記入を除い

た 263 枚が 17 項目に置かれ、96.7%が項目内に分

類された。アプローチ後の主観的判断による[心身

体感カード]の分類は、以下のような結果となった。

第 1 項目[いきいきした気分](93.8%)、第 2 項目[楽しい気

分](87.5%)、第 9 項目[集中できそう](93.8%)、第 10 項目[気持

ちにゆとり](87.5%)、第 11 項目[気持ちが引き締まる](81.3%)

となっていたが、これ以外の 12 項目については 100%の項目

一致投入があった。なお第 12、14、15、16、17 番目の項目に

ついては逆転項目のため、カードを置くための分類項目は肯

定型表記に一部修正し分類枠を準備した。

上記の結果から、尺度下位概念を形成する因子

項目内容と、おおよそ一致する傾向が見られた。

そのため、次の段階の研究を行うことにした。

５．介入による実験研究Ⅱ

（１）目的

研究Ⅱでは、研究Ⅰで使用した動きのアプロー

チを用い、前述の 17 項目を尺度とする質問紙を用

い、介入による実験前後の心身の状態を調べる。

（２）方法

対象者は、保健体育専攻の、専門「ダンス」受講

学生 20 名(介入群 10 名、コントロール群 10 名)

で、実施期間は、週 1 回、90 分、1 週間であった．

測定尺度（質問紙）については、研究Ⅰで項目部分

を使って感情や感覚の分類のために使用した「リ

ラクセーション感尺度」（下田・田嶌, 2004）17 項

目1尺度を使用し4件法での質問紙調査を行った。

（３）結果および考察

実験群およびコントロール群におけるグループ

間、実験前・後を独立変数とし、リラクセーション

感の項目を従属変数とする分散分析を行った結果、

2 週間では交互作用は見られなかった（p>0.05）。

しかしながら、内省記録を見ると、体験者の回答

には肯定的な身体感覚の記述が見られていたこと

から、項目別主効果を見ることとした。その結果、

「リラクセーション感」の第 6 番目「ほっとした

気分だ」に関する項目で、有意な交互作用 (F=5.19,

p< 0.007) がみられた。なお、他の項目については、

実験前後での交互作用はみられなかった（p>0.05）。

このことから、コントロール群がほとんど変化

しなかったことに比べ、実験群は、「ほっとした」

へ肯定的に変化していることが明らかになった。

この結果から、個々の呼吸に基づいた動きの学

習とそれに伴う身体感覚の変化の傾向が見られた。

このことは動感の変化を生じさせていることが推

察され、同時に、身体知の創発・構築へも何らかの

作用を生じさせている可能性がある。

６．まとめ

以上から、個人固有性の呼吸が導く、低速度全

身連動性のある動きは、「リラクセーション感尺度」

の因子における下位概念 1 項目に変化傾向がみら

れた。このことは、僅かながらも、動きのアプロー

チが、動感に変化をもたらし、心身への変化を生

じさせていたことから、身体知の創発・構築に何

らかの肯定的作用をもたらす可能性が推察された。

今後、動感を向上させる動きの質を検討すると

共に、介入期間を延長した実験も必要であろう。

（※ 参考文献一覧，略）
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「身体表現論」の授業に対する受講生の自由記述回答の内容分析 

―スポーツとダンスの特性と結びつき― 

 

幅田彩加（平成国際大学）・村田芳子（平成国際大学） 

                               

１．はじめに 

平成 29 年度に新設された H 大学のスポーツ

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」の育成を特徴として掲げてお

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」の授業が平成 30 年

度より開講されている。この授業では、「身体

表現」というくくりからダンスとスポーツを捉

え、両者の新たな関係性を探っていくことをテ

ーマとしている。このような視点で行われる本

授業に対して受講生はどのような反応を示し、

気づきを得るのか。 
そこで本研究では、本授業の最終課題レポー

トとして収集した自由記述回答を、テキストマ

イニングの手法を用いて単語の使用傾向などを

分析し、受講学生の授業内容に対する反応の傾

向を明らかにすることを目的とした。 
 

２．研究方法 

（１）調査対象と授業概要 

2018 年度春学期 H 大学スポーツ健康学部に

おいて 2 年生対象に開講された「身体表現論」

（全 15 回）の受講生 37 名を対象に、授業の最

終課題レポートにて自由記述回答の調査を行な

った。提出したのは対象学生 37 名のうち 35
名。受講者には論文や報告書などで公表するこ

とがある旨を説明し、口頭にて同意を得て研究

に用いた。  
調査対象とした授業の主導は第二著者・村田

が行い、第一著者・幅田が授業補助と記録を行

いながら進行した。毎回の授業前半では、身体

表現及びダンスを窓口に、様々な観点からダン

スとスポーツの関わりについて講義を行い、後

半は講義に関わる課題を基にグループでのディ

スカッションを基盤とした主体的で双方向な活

動を取り入れた授業が展開された。  

（２）調査内容 

最終課題レポートにおける設問１「この講義

の全体の内容を通して、先生の話や映像のなど

の中で、特に印象に残っている言葉を 3~5 つあ

げてその理由や自分の考えを書いてください。

配布した授業記録を参考にすること。」の自由記

述回答（A4サイズ 1ページ）を分析に使用した。 
 

３．分析方法 

収集した自由記述回答をテキストマイニング

の手法を用いて、使用されている単語を抽出

し、使用頻度を明らかにした。 
 また、それぞれの抽出語の関係性について共

起ネットワークを用いて分析を行った。そし

て、単語の使用傾向などから、学生の授業内容

に対する反応傾向について考察を行った。 
 
４．分析結果と考察 

（１）テキストデータの概要 

データファイルの概要は表 1 の通りである。 

抽出語は全部で 1221 語あり、その出現回数の

平均値は 4.42 回であった。出現回数 4 までの累

積パーセントは 81.80%であったため、抽出語全

体の約 80%は出現回数が 4 回以内である。 

 
 

（２）語彙の出現頻度 

出現頻出が飛び抜けて最も多かった単語は

「ダンス」(202 回)である。本授業では、ダンス

を窓口としてスポーツとの関わりや身体表現を

304 6

,, 8 (
2.18
74 5

74 9 )

表 1 回答のデータファイル概要 
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考えていく為、授業でダンスの多様な要素を取

り扱ったことが原因だと思われる。次に多かっ

たのは「身体」(123 回)であり、その他の名詞に

ついていえば「表現」(85 回)「スポーツ」(53 回)
等、授業を通してのキーワードが頻出している

が、そこに並んで「リズム」が 53 回と高い数値

になっている。受講生はスポーツとの関わりを

考える際、様々なダンス的要素の中でも特に「リ

ズム」に対して大きな反応を示したといえる。 

 

（３）語彙の共起関係 
抽出した語同士の関連を確かめる為に、共起

ネットワークにて分析を行った。樋口（2017）に
寄れば、語句がデータ中でよく一緒に使用され

ることを「共起する」と言い、共起することは、

その記述された語句同士が互いに強く関連して

いることを指している。 
結果は図 1 の通りである。最も多く頻出した単

語「ダンス」（202 回）を省く為に最大出現数を

200 で設定した。それによって、ダンスの多様な

要素を受講者がスポーツとどのように結びつけ

ているかの傾向をみることができると考えた。  
 結果の図は、出現回数は円の大きさに比例し

ており、共起性・関連性の強さは接続されている

線の太さに比例して表されている。 
更に、接続する線から各語の関連性を考察して

みると、「スポーツ」と「表現」

が接続する間に「出来る」があ

ることから、スポーツにおける

身体表現の可能性への反応傾

向が高いことが分かる。また、

「スポーツ」と「出来る」には、

「印象」と「残る」が強く共起

しており、設問１の「この授業

で最も印象に残った内容は何

か」の質問に対して、スポーツ

で出来ること、つまりスポーツ

の可能性について回答する傾

向がみられたといえる。 
最も大きい円の「身体」と「思

う」に着目すると、そこに結び

つく「言葉」という単語は、振

付家ピナバウシュの踊る理由として授業内で紹

介した「『言葉』にできないものがある、『言葉』

にしたくないものがある」や「ダンスは『言葉』

が生まれる以前からあった人類最古の文化」の

文章から多く抽出されており、同じように接続

している「踊る」は「人は本来『踊る』存在」と

いう表現で多く用いられていたことにより、身

体表現の始まりに関して思うことが多かったと

考察できる。「身体」の単語は「コミュニケーシ

ョン」とも接続しており、身体的コミュニケーシ

ョン、つまりノンバーバルコミュニケーション

について「初めて」「知る」ことが多かったこと

も読み取れる。  
 
５．まとめ 

本授業の受講生は、スポーツを身体表現とし

て捉える視点への反応は高く、ダンスを窓口に

身体表現の始まりや多様性に触れることで、ダ

ンスとスポーツの結びつきについて新たな気づ

きを得たことが明らかになった。  
 

※本研究は、平成 31年度平成国際大学共同研究「大

学生の運動能力とコミュニケーション能力向上

のための効果測定~縦断的研究による要因分析~」
の一環として実施されたものである。 

※引用・参考文献は紙面の都合上割愛させて頂く。 

図 1 抽出語の共起ネットワーク 
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学習者に身に付けさせる「ひと流れの動き」の検討（２）

山﨑 朱音（静岡大学）

１．はじめに

即興表現に対応するねらいは、多様な題材やテ

ーマから思いつくままにとらえた動きを誇張した

り変化を付けたりして，「ひと流れの動き」にして

表現することである（文部科学省，2008）。「ひと流

れの動き」について、相場（2010）は「対極をもつ

２～３の動きを良いひと流れの動きで表現」「良い

ひと流れの動きとは、動きにリズムや力の起伏を

そなえたひと流れのことであり、動きで歌うよう

にはこぶこと」と述べる。また村田（2011）は「『即

興的な表現』では、動きの誇張や対極の動きを含

む『メリハリのあるひと流れの動き』が表現的な

動きの核となる」と示している。このことから、

「対極の動き」「緩急強弱のメリハリ」が「ひと流

れの動き」には欠かせない要素であると考える。

筆者はこれまで教材「新聞紙を使った表現」を

事例に、「ひと流れの動き」とは、「多様な質感の新

聞紙の動きを組み合わせて連続性を持たせること」

であることを明らかにした。この点について、他

の教材では、また学校現場では「ひと流れの動き」

がどのように理解されているのかを検討したいと

考えた。

そこで本研究では、授業実践の記録において「即

興的に踊る」・「ひと流れの動き」がどのような語

として出現し、どのような関係性があるのかを検

討することにより、改めて授業実践の中で「即興

的に踊る（以下、即興表現とする）」ことと「ひと

流れの動き」がどのようにとらえられているのか

を検討することを目的とする。

２．研究方法

（１）対象資料

対象資料は、（公社）日本女子体育連盟が刊行す

る「女子体育」のうち、2009 年から 2019 年に発刊

された小学校・中学校・高等学校・大学（大学は教

員養成の授業のみ）の表現・ダンス実践研究が報

告された記事が含まれる 49 冊とした（ハンドブッ

クを除く）。その中の実践研究報告 118 編から「表

現・創作ダンス」を取り上げた記事 93 編を抽出、

さらに「即興表現」・「ひと流れの動き」に関する記

述があった記事 55 編を抽出し、分析の対象とした。

（２）分析方法

「即興」・「ひと流れの動き」について述べてい

るパラグラフをすべてテキストデータに変換し、

KH coder３でテキストマイニング分析を行った。

３．結果と考察

（１）前処理の結果

「即興表現」・「ひと流れの動き」について述べ

ているパラグラフを対象に KH coder３による前処

理を実行した結果、総抽出語数（延べ数）13,453

（5,620）語、異なり語数 1,402（1,091）語であっ

た。KH coder3 では、助詞や助動詞は排除される

ため、カッコ内の数字が実際の分析対象とした語

数である。

（２）頻出語

出現回数を集計した結果、15 語以上出現した

抽出語は表１の通りである。

表１ 出現回数 15 回以上の頻出語

「即興表現」は 195 語、「ひと流れの動き」は

57 語出現した。「イメージカルタ」（33 語）「走

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
動き 210 体 31
即興表現 195 指導 27
イメージ 99 グループ 26
表現 90 自分 26
子ども 61 授業 24
変化 57 ひとまとまり 22
ひと流れの動き 57 意識 20
流れ 50 リズム 19
活動 49 場面 18
工夫 49 特徴 18
学習 48 走る 17
身体 44 ダンス 16
テーマ 42 感じ 16
単元 34 題材 16
教師 34 止まる 16
イメージカルタ 33 課題 15
空間 31
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学習者に身に付けさせる「ひと流れの動き」の検討（２）

る」（17 語）「止まる」（16 語）は題材・テーマで

あることから、「即興表現」「ひと流れの動き」を

捉えやすい題材・テーマに、小学校では「イメー

ジカルタ」、中学校では「走る―止まる」が挙げ

られることが推察される。

（３）語と語の結びつき

語と語の結びつきを検討するため、共起ネット

ワークを利用した（図１）。

「即興表現」と「ひと流れの動き」の語は、

「動き」や「イメージ」「テーマ」「変化」などの

語とネットワークを形成していた。このことか

ら、「即興表現」と「ひと流れの動き」の関連と

しては、「テーマからイメージを捉えて即興的に

動くこと、そしてそれに変化を加えてひと流れの

動きにしていくこと」が、授業実践の中で理解さ

れていると示唆される。「即興表現」は「学習」

「活動」との結び付きがあることから、学習過程

の中て捉えられていることがいえる。

また「ひと流れの動き」と関連している「変

化」は、「空間」「リズム」また「体」とも関連し

ていた。このことから、いわゆる学習指導要領で

言われている「変化をつけたひと流れの動き」に

するためには、空間・リズム・体の変化といった

観点からの工夫を促していることが示唆される。

しかしながら、ここでは相場（2010）や村田

（2011）が示した視点である「対極」「緩急強弱

のメリハリ」が出現していない。このことから、

時間・空間の視点より力性に視点を置いた変化の

付け方は捉えにくい点であることが推察される。

４．まとめ

「即興表現」と「ひと流れの動き」の語の結び

つきを検討し、次の点が明らかになった。

「即興表現」と「ひと流れの動き」には強い結

びつきがあり、「即興表現」はテーマからイメー

ジを捉えて即興的に動くこと、「ひと流れの動

き」は変化を加えてひと流れの動きにしていくこ

とと理解されていることがわかった。さらに変化

を加える視点としては、「空間」・「リズム」・

「体」が促されており、「対極」や「緩急強弱の

メリハリ」は授業実践の中で捉えにくい視点であ

ることがわかった。

本研究では「対極」や「緩急強弱」の語につい

ては、語の出現が少なく今回キーワードとした

「即興表現」「ひと流れの動き」との結びつきが

少なかったことから、今後はこの 2 点との関連を

視点を変えて検討していきたい。

＜引用参考文献＞

相場了（2010）今を生きる子どもたち，アイオーエム．

村田芳子（2011）表現運動・表現の最新指導法，小学館．

山﨑朱音（2016）学習者に身に付けさせる「ひと流れの動

き」の検討，舞踊教育学研究第 19 号，pp.42-45.

図 1 パラグラフの共起ネットワーク図
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大学体育における創作ダンス授業の試み  

ラバン／バーテニエフ・ムーヴメント・スタディーズ／システムを用いて 
 

橋本有子（お茶の水女子大学） 
                               

１．はじめに 
これまで、表現運動・ダンス領域の授業実践にお

いて、動き（ムーヴメント）の学習の重要性が指摘

されてきた 2)、5)、6)。筆者は、ムーヴメントをてが

かりに、その面白さを抽象的に探求しながら創作

活動に繋げる「ムーヴメント始まりの創作ダンス」

授業を行っている 1)。授業者の視点では、学習者ら

のダンス経験を含む「表現履歴」3)の違いが、同じ

課題に取り組み表現するという側面には差を生ま

ないものの、知識や理解、技能の獲得の側面には

差を生んでいる。ダンス経験が有る学習者（経験

者）らはムーヴメントや創作の複雑性や発展性を

好む傾向があり、経験が無い学習者（未経験者）ら

は初めて出会う表現や創作の世界、そして経験者

との表現履歴の差に戸惑う様子がみられる。  
しかしながらこれまで、ダンス経験の有無による

授業への取り組み、学習内容の好み、また学習継

続意欲などについての違いがあるのか、明らかに

されてこなかった。そこで本研究は、「ムーヴメン

ト始まりの創作ダンス」授業の学習者らの主観的

な評価を、質問紙を用いて調査し、ダンス経験者

と未経験者がもつ学習への印象の違いを検討する。 
 
２．方法  
「ムーヴメント始まりの創作ダンス」授業実践は、

必修の大学体育授業の選択「ダンス」の全 15 回の

うち、4 時限から 8 時限の計 5 時間行った。内容

は、ソマティック・ムーヴメント・エデュケーショ

ンの性質をもつラバン／バーテニエフ・ムーヴメ

ント・スタディーズ／システム（LBMS）のムーヴ

メント概念の学びを経て、それらをてがかりにし

て創作活動を行うものであった。図 1 は、授業で

用いた 7 つのムーヴメント・コンセプト（概念）

が、LBMS の代表的な四つの視点である Body、
Effort/Dynamics、Shape、Space のどこに分類される

かを示したものである。 

 
 
 

 
 
 
 
 
対象者 2019 年 10 月から 2020 年 1 月に行われた

大学体育授業 2 クラスで、ダンスを選択した大学

1 年生女子 53 名を対象とした。このうち研究参加

の同意が得られた計 43 名、経験者（習い事や部活

動など授業外でのダンス経験がある者）22 名、未

経験者 21 名の回答が分析の対象となった。 
手続き 学習者らに研究についての説明を行い、

研究参加に同意する場合、同意書への署名および

質問紙の回答を求めた。学習者らは各々の携帯電

話を用いて QR コードを読み込み、Google Form 経

由で回答した。本研究はお茶の水女子大学倫理委

員会の承認を得て実施した。 
質問紙調査 質問内容（表 1）は酒向 4)を参考に作

成し、調査は 10 時限後に行った。回答形式は 2件
法、5件法、または自由記述であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．結果  

表 1 質問紙調査の内容 

 

番号 質問内容 回答形式
１ 授業外のダンス経験、種類、頻度、期間 記述式
２ 創作ダンスの授業を受けたことがありますか はい／いいえ
３ 時期、内容、そのときの経験について 記述式

４ 経験の有無に関わらず、今回の授業を受ける前までの創作ダ
ンスの印象を教えてください 5件法

５ その理由について教えてください 記述式
６ ムーヴメント始まりの創作ダンスは楽しかったですか 5件法

７ ムーヴメントを出発点にしたことによりダンス作品は創り易
かったですか 5件法

８ ムーヴメント始まりの創作ダンスの良かった点は何ですか 記述式
９ ムーヴメント始まりの創作ダンスの難しかった点は何ですか 記述式

１０ 授業で取り上げたムーヴメント概念で最も好きだったものに
ついて、その理由と共に記述してください 記述式

１１ 逆に最も難しかったものについて、その理由とともに記述し
てください 記述式

１２ ムーヴメント概念をもっと学びたいですか 5件法

１３ 最後に、これまでの授業を振り返って考えたことを自由に書
いてください 記述式

 
図 1 使用した 7つのムーヴメント概念 

Effort/Dynamics
3. フレージング

Space
6. 空間

Body
1. 身体部位
2. アクション
5. 内臓

Shape
4. 形・型

7. ポジティヴ・ネガティヴ空間
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以下、質問 6 から 13 の結果を示す。 
質問 6、7「楽しさ」「創り易さ」 
「楽しさ」に関して経験者は 91%、未経験者は

81%が肯定的な評価をした。また「創り易さ」に関

し、経験者は 82%、未経験者は 86%が肯定的な評

価をした。したがって、80%以上の学習者らが、ダ

ンス経験の有無にかかわらず、創作活動に楽しく

取り組めたことがわかった。 
質問 8、9「良かった点」「難しかった点」 
以下、表 2 に「良かった点」と「難しかった点」

の、経験者と未経験者の回答結果を示す。 
 

表 2「良かった点／難しかった点」の回答結果 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問 10、11「好きだった／難しかった概念」 
以下、表 3 に経験者、未経験者それぞれの「好き

だったもの」と「難しかったもの」を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問 12「ムーヴメント概念をもっと学びたいか」 
学習継続に肯定的な回答をした経験者は 22 名の

うち 20 名（91%）、未経験者は 21 名のうち 10 名

（47%）にとどまり、回答結果に差が出た。 
質問 13「これまでの授業を振り返って考えたこと
を自由に書いてください」 
表 4 に、質問 13 の問いに対する経験者、未経験

者それぞれの代表的な記述を示す。 
 

表 4「これまでの授業を振り返って考えたこと」の回答結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．考察 
ダンス経験の有無にかかわらず創作活動に楽し

く取り組めた理由の一つに、良かった点に挙げら

れた「枠組み、材料があったこと」が考えられる。

同時に、この枠組みが「繋ぎ方」の難しさになった

可能性がある。また、経験の有無によりムーヴメ

ント概念の好みが異なったのは、未経験者は取り

組みやすいものを、経験者は新規性があるものを

選んだからであると示唆される。さらに、学習継

続意欲の差は、ムーヴメントやダンスそのものへ

の興味の差が現れたものだと解釈できる。今後は、

異なる環境での実践を重ねながら、より良い指導

法や学習内容を検討する必要がある。 
 
５．おわりに 
「ムーヴメント始まりの創作ダンス」の授業は、

ダンス経験の有無にかかわらず楽しく創作活動に

取り組める内容であったことがわかった。一方で、

経験の有無により主観的な評価に異なる点がみら

れることから、表現運動・ダンス領域の授業実践

において、学習者のダンス経験の有無を考慮する

ことが重要であることがわかった。 
 
引用・参考文献 
1) 橋本有子（2017）幼小中高ダンス教育における Creative Dance 授業の実

践 : Laban Movement Analysis および Bartenieff Fundamentals を基に お茶

の水女子大学人間発達研究 32 巻 Pp.39-54. 
2) 原田奈名子（2019）舞踊・ダンスにおける「からだ観」・「舞踊観」舞踊

教育学研究 vol.20. p.22. 
3) 大橋奈希左、原田奈名子（2017）表現運動・ダンス領域における「から

だ」を問う 体育哲学研究 第 47 号 Pp.21-25. 
4) 酒向治子（2009）LOD を用いた創作ダンス指導の実践と課題—大学生を 

対象として— お茶の水女子大学人文科学研究第 5 巻 Pp.157-173. 
5) 里見まり子（2005）感覚の覚醒からダンスへ：ワークショップ「足うら

ダンス」の実践 宮城教育大学紀要 40 p.160. 
6) 寺山由美（2017）「表現運動・ダンス」領域における「身体表現」—「意

図ある動き」の形成から 体育・スポーツ哲学研究 39 巻 2 号 Pp.95-108. 
 
 

＜経験者＞ 
・「ムーヴメントについて全然知らなかったから、学べて良かった」 
・「生徒に指導をする時に、ダンス経験の有無に関わらず、みんなが楽しんで動 
けそうだと思った。わたし自身、今までのやり方とは違った創作方法が新鮮
で毎回ムーヴメントへの導入が違って楽しかった。興味深い!!」 

・「みんながたくさんアイデアを持っていて、それが活発に出るので今まで受け 
てきた創作ダンスとは全く違うなと感じた」 

・「身体に関する新しい捉え方を沢山教わることができた」 
・「ダンスを始めた初期に知っていればと思う、授業内容でした」 
＜未経験者＞ 
・「体系的な身体の動かし方があると知り、とても興味深く感じた」 
・「創作ダンスは難しいと思っていたが、ムーヴメントを学ぶと使えるパーツが 
多くあることを知り作品を創るのはとても楽しいと気づいた」 

・「今までの学びがあるから、動きの種類がより豊富になっていく」 
・「体を大きく動かせるようになった。ムーヴメントをつなげてダンスするとい 
うことがわかった」 

・「身体表現は、学んだ知識と豊かな感性との両立があってより多様化するのだ 
と感じた」 

表 3「好きだった／難しかった概念」の回答結果 

 

経験者（22名） 未経験者（21名）
好きだったもの 難しかったもの 好きだったもの 難しかったもの
内臓（7） 形・型（6） フレージング（6） 内臓（7）
空間（6） 内臓（4） 内臓（4） 空間（4）
形・型（2） 空間（3） アクション（3） フレージング（3）
アクション（2） アクション（3） 空間（3） なし（3）
フレージング（2） フレージング（3） ポジ・ネガ（2） 形・型（1）

ポジ・ネガ（2） ポジ・ネガ（1） 身体部位（1） 身体部位（1）
身体部位（1） なし（1） なし（1） ポジ・ネガ（1）
なし（0） 部位（1） 形・型（0） アクション（0）
その他（1） その他（0） その他（1） その他（1）

＜経験者＞ 
良かった点 
・「枠組み、始点、土台、材料、手札があり創り易かったこと」 
・「ムーヴメントの理論や知識を得られ、知的満足感があったこと」 
難しかった点 
・「上手く発展させられなかったこと」 
・「ムーヴメント同士を繋ぐこと」「他者のムーヴメントと繋ぐこと」 
・「特になし」 

＜未経験者＞ 
良かった点 
・「枠組み、始点、土台、材料、手札があり創り易かったこと」 
・「特になし」 
・「創作に新規性・独自性が出たこと」 
難しかった点 
・「ムーヴメント同士を繋ぐこと」「他者のムーヴメントと繋ぐこと」 
・「特になし」 
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主体的で対話的な表現・創作活動の実現に向けた実践事例

〜ダンスコンクールへの参加の取組を通して〜 

松本 拓也（岡山大学教育学部附属小学校）

１．はじめに

近年、小・中学校の体育授業を前提としたダン

スコンクールが開催されている。こうしたイベン

ト等への参加は、自己表現の場として認知されつ

つも、逼迫する教育課程を背景に学校の実態によ

っては必ずしも積極的に受け止められないことが

ある。その理由の一つとして、ダンス教育注１）が育

む汎用的な力が明確にイメージできないことが考

えられる。体育授業とイベントや行事との関連と

いう観点から、どのような資質・能力が形成され

るかを明らかにすることで、保護者や教育現場の

理解を得やすくなり、ダンス教育がより活性化す

ると思われる。

そこで本研究では、全学年で表現運動の単元学

習を実施しており、さらにその学習経験をもとに

自主的な課外活動としてダンスの全国コンクール
注２）に継続的な参加を行なっている A 小学校の取

り組みを事例として、活動を通して形成される資

質・能力の可能性を質的調査アプローチによって

明らかにすることを目的とした。

２．研究方法

（１）調査実施期間

2017 年度から 2019 年度の 10 月から 12 月

（２）調査対象

＜A 小学校＞2017 年度：3 年生 47 名、4 年生 48

名、5 年生 18 名、6 年生 15 名。（合計：128 名）

2018 年度：4 年生 27 名、5 年生 30 名、6 年生 20

名。（合計：77 名）2019 年度：4 年生 26 名、5 年

生 35 名、6 年生 17 名。（合計：78 名）

（３）指導者 筆者を含む A 小学校教員 2 名

（４）指導形態 体育科の教員 2 名の交代制

（５）調査方法

2017 年度から 2019 年度までの 3 年間連続して

参加した 29 名の児童を抽出し、自由記述の質問紙

調査を行い、K J 法を手段として記述内容を整理・

分析した。なお、活動時の記録映像及び調査対象

の児童へのインフォーマルインタビューデータを

解釈時の参照データに用いた。

（６）質問紙調査の項目

Q１ クラス 名前 チーム名

Q2 コンクールに挑戦し続けた理由は何か

Q3 ダンスあるいは運動系の習い事はしているか

Q3-1 「はい」と答えた人は何を習っているか

Q3-2 期間はどれくらいか

Q4 今まで経験してきた表現運動の単元学習（体育授業）ではどんな力を身に付

けられたか

Q5 運動会に向けた表現の学習ではどんな力を身に付けられたか

Q6 コンクールに向けた練習を通して、どんな力を身に付けられたか

Q7 体育授業で身に付けた力や学んだことは運動会やコンクールに活かせてい

ると思うか

Q7ｰ1 活かせていると答えた人は、どんな力が活かせたと思うのか

Q8 自分たちのアイデアで創り上げられたという実感はあるか

Q8-1 その理由は何か

（７）創作にあてた課外活動時間

15 分間の休憩時間を自主的に創作する時間とし

て位置付けた。予選へ向けた活動時間数の平均は、

中学年で約 6 時間、高学年で約 5 時間、決勝大会

に向けた活動時間数の平均は、中学年で約 8.5 時

間、高学年で約 5 時間であった。

３．取組の実際

主体的で対話的な表現・創作活動が実現するよ

うに、主に下記の 4 つの視点から指導方法を工夫

した。

（１）学びの文脈づくり

体育授業で学習した即興表現を運動会作品の

一部やコンクール作品の一部に取り入れるよう

に設定した。また、校内でコンクール作品のお披

露目会を設定し、年間の表現活動に連続性をもた

せた。
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（２）児童による PDCA サイクル

短期間のサイクルで PDCA を進めていくよう

支援した。これらのサイクルの中で、表したいイ

メージ・リズム・動き、練習内容、ポジションの

最終意思決定は児童に委ねた。

（３）動き見付けと構成作り

大人数のダンス作品に必要な「複数人での動き

のアイデア」「移動の仕方」「空間の構成」等を考

え出すことは、小学校段階の児童にとっては難し

い。そこで、「持ち寄り 8 カウント」により表し

たい動きを組み合わせやすくしたり、「アイデア

スケッチ」や「構成ボード」を提示したりした。

（４）創作活動中における教師のかかわり

作品がある程度まとまってきたタイミングで、

映像を見せながら成果や課題への気づきを促し

た。中学年には、気づいた内容を表出できるよう

に促すなど、対話が成立するようにかかわった。

また、異なるチーム同士で見せ合う時間を確保し

たり、立ち位置が替わる際の移動の仕方について

例示したりした。

４．質問紙調査結果

3 年間参加した児童を対象とした質問紙調査で、

体育授業と自主的な課外活動の関連においてどの

ような資質・能力を自覚しているのかについて K

J 法を用いて分析した。

まず、「今まで経験してきた表現運動の単元学習

（体育授業）ではどんな力を身に付けられたか」

の質問については、①変化をつけるメリハリ力②

全身を使って誇張する力③表したいメイメージに

ふさわしい動きを見付ける力と続いた。そして、

「体育授業で身に付けた力や学んだことは運動会

やコンクールに活かせていると思うか」の質問に

ついては、9 割の児童が「活かせている」と答えた。

「活かせていると答えた人は、どんな力が活かせ

たと思うのか」という質問については、①全身を

使って誇張す

る力②変化を

つけるメリハ

リ力③友達と

協働する力と

続いた。これら

の結果から、体育授業と自主的な課外活動の関連

において児童に自覚されている資質・能力は、「全

身を使って誇張する力」と「変化をつけるメリハ

リ力」、続いて「友達と協働する力」であった。

５．考察及びまとめ

本実践では、A 小学校の取り組みを事例とし、

活動を通して形成される資質・能力の可能性を質

的調査アプローチによって明らかにすることを目

的とした。質問紙調査を通して、体育授業の学習

内容を意味する言葉や事柄が抽出された。コンク

ールへの取組は、授業で身に付けた資質・能力の

より確かな自覚につながったのではないかと考え

られる。また、映像データの児童の姿の変容から

【汎用的な力】の抽出を試みた。「団結する感じを

表すには真ん中に集まった方がいいね」「こうやっ

て動いてみたら元気な感じが出せるよ」等と言語

だけでなく身振りや絵等を使いながら必死で伝え

合う姿が見られた【対人コミュニケーション能力】。

特に高学年において、リーダー以外に具体的な役

割を自分達で考え出したり【役割創出力】、任され

た役割をやり遂げようとしたりする姿【役割完遂

力】が見られた。指先まで全身を使って大げさに

したりメリハリをつけて変化させたりすることを

意図して踊る姿も多く見られた【技術力・創作力】。

以上から、本実践事例の活動を通して形成され

た資質・能力について、【技術力・創作力】【役割創

出力】【役割完遂力】【対人コミュニケーション能

力】の可能性が見出された。自分たちで作品を作

り上げて応募するという切迫感のある課題設定と

ともに、体育授業で重ねた経験の活用を促すとい

った指導方法の工夫が、これらの資質・能力の発

揮に結びついたと考えられる。資質・能力のカテ

ゴリーの整理を今後の課題としたい。

注 1）ここでは、小学校の表現運動の単元学習と行事やイベント等

を関連させた取組の総体としての教育活動と考える。

注 2）全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール実行委員会

主催のダンスの全国大会。リズムダンスを通じて豊かな人間性の

育成や体力の向上を目的とし、ダンスの優劣を競う大会ではなく、

児童間の結びつきを強め、学校生活を豊かにすることを趣旨とし、

2019 年で第 7 回の開催となる。小学生・中学生・特別支援学級部

門の各部門で規定曲と自由曲によるエントリー。映像審査による

予選と全国決勝大会（東京都）で実施されている。
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なかよしぶらぶら側転（上肢下垂型対面式側方回転）に関する研究（３）

－側方倒立回転の練習を個人で行った場合との比較－

小笠原大輔（湘北短期大学）

１．はじめに

これまで側方倒立回転上達のための有効な方法

として「ぶらぶら側転」（図 1）を考案し、実践し

てきた。この動作獲得の簡単な練習法として二人

組で行う「なかよしぶらぶら側転」（2017）を開発

し、さらにこれを簡易化した「なかよしパッチン

ぐるぐる」（2019）も考案し、理想的な成果を上げ

ることができた。本研究ではこれらの練習は行わ

ず各自 1 人で自主練習を行う場合を設定し、過去

の研究における二つの群の対照群として比較検討

を行った。

２．方法

短期大学保育学科 1 年生 63 名を対象とし、全 15

回の「体育実技・理論」授業内で行った。まず第 1

回目の授業時に側方倒立回転を左右両方向行って

もらい、その様子をビデオカメラにて記録した。

試技回数は指定せず、本人が納得できなかったと

感じた際には再度行えることとした。第 2～15 回

目に毎回授業冒頭に準備体操の一環として、一人

で側方倒立回転の練習を行った。回数は指定せず、

受講生の自主性に任せた。また方向も「出来れば

両方向出来ることが望ましいが、無理をする必要

はない」とした。第 15 回目に再度、左右両方向へ

の側方倒立回転の様子をビデオカメラにて記録し

た。側方倒立回転の習熟度評価（評価は本研究者

による）は、身体部位および動作を 6 つの観点【手

のつき方が正しい】【手足のつく順番が正しい】【手

‐肩‐腰が鉛直上にある（=体重を支持できてい

る）】【股関節が伸展している】【膝関節が伸展して

いる】【しっかり立って終わる】から評価した。得

点は「かなりできている」を 5 点、「大体できてい

る」を 4 点、「もう少しでできそう」を 3 点、「ほ

とんどできていない」を 2 点、「全くできていない」

を 1 点とし、6 項目×5 点＝30 点満点とした。さ

らに第 15 回目実施後に、「側方倒立回転が上達し

たと思うか」「苦手な方向への側方倒立回転が上達

したと思うか」「自主練習を積極的行ったか」の 3

項目について「とてもそう思う」「まあまあそう思

う」「どちらでもない」「あまりそう思わない」「全

然そう思わない」の 5 件法で回答してもらった。

３．結果及び考察

（１）平均点比較

実施前、全受講者の平均点は分散分析の結果、

両方向とも 3 群間に有意差は認められなかったこ

とから、受講者の習熟度は 3 群とも同程度と考え

られる。実施後は、左方向では「一人練習」群が

「なかよしパッチンぐるぐる」群に比べて有意に

低く、右方向では「一人練習」群が他の 2 群に比

べて有意に低い得点となった（図 2）。

（２）実施前後における得点変化の人数割合比較

得点増加人数の割合は、左方向では「一人練習」

が 54％で、「なかよしぶらぶら側転」83％、「なか

よしパッチンぐるぐる」66％に比べて有意に低か

図 1 ぶらぶら側転の模式図

図 2 実施前後における得点変化の人数割合比較
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った。右方向でも同様の傾向で「一人練習」が 46％

で、「なかよしぶらぶら側転」83％、「なかよしパッ

チンぐるぐる」74％に比べて有意に低かった。

また逆に得点減少人数の割合は、左方向では「一

人練習」が 17％で、「なかよしぶらぶら側転」3％、

「なかよしパッチンぐるぐる」3％に比べて有意に

高かった。右方向でも同様の傾向で「一人練習」が

21％で、「なかよしぶらぶら側転」5％、「なかよし

パッチンぐるぐる」1％に比べて有意に高かった。

更に、右方向のみではあるが、変わらなかった者

の割合が 33％であり、「なかよしぶらぶら側転」

12％、「なかよしパッチンぐるぐる」25％に比べて

有意に高かった。

一方、3 群の中で増加した者の割合が最も高か

ったのは両方向とも「なかよしぶらぶら側転」で

あり、また、変わらなかった者の割合が有意に低

かったのもこれである。

（３）実施後アンケート

「側方倒立回転は以前と比べて上達したと思う

か」という問いに対して、「とてもそう思う」5 点

から「全然そう思わない」1 点までで回答してもら

い、平均点を 3 群で比較した。通常方向（各々が

行いやすい方向では「なかよしぶらぶら側転」が

3.8±0.8 で、「なかよしパッチンぐるぐる」3.4±1.1

および「一人練習」3.2±1.2 に比べて有意に高く、

反対方向では「一人練習」が 2.6±1.3 で、「なかよ

しぶらぶら側転」3.5±1.1 および「なかよしパッチ

ンぐるぐる」3.1±1.1 に比べて有意に低い得点と

なった。

「積極的に練習したと思うか」という問いに対

して、「とてもそう思う」「まあまあそう思う」と肯

定的回答をしたものが 80%であり、受講者本人と

しては「練習した」という自覚はあるが、それが

「上達したという実感」に繋がってはいないと考

えられる。

４．まとめ

側方倒立回転上達に向けた練習方法として、「な

かよしぶらぶら側転」と「なかよしパッチンぐる

ぐる」および「側方倒立回転の一人練習」の 3 種

の練習を比較すると、以下のような結果となった。

①上達が期待できるのは、「なかよしぶらぶら側

転」、「なかよしパッチンぐるぐる」、「一人練習」の

順である。②楽しさを経験できるのは、「なかよし

ぶらぶら側転」と「なかよしパッチンぐるぐる」で

ある。③難易度は、「なかよしパッチンぐるぐる」、

「なかよしぶらぶら側転」、「一人練習」の順に難

しくなる。

「なかよしパッチンぐるぐる」と「なかよしぶ

らぶら側転」は「できた／できない」という結果は

二の次で「友達と楽しく行う」ことに重きを置い

ている。「顔が見えた／見えなかった」という結果

もあるが、それはその二人だけの情報共有であり、

教員及びその他の多くの学生に知られる“結果”

ではない。そして本人も「側転ができたかどうか」

ではなく「顔が見えたかどうか」に目的がシフト

しているため、これまで図らずも培ってきてしま

った“できない恥ずかしさ”を気にすることなく

実施できるという点で気軽に楽しく笑いながら行

え、その結果として、いつのまにか側方倒立回転

が勝手に上達してしまう。以上より、これらの 2 つ

の練習方法の有効性が明らかになった。

図 3 実施前後における得点変化の人数割合比較

図 4 「側方倒立回転は以前と比べて

上達した」と思うか
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「快適さ」を経験する表現活動について 

 

足立美和（共立女子大学） 

１．はじめに 

心身共に解放でき、充実した表現活動を行うに

は、どんな活動内容がふさわしいか、そのような

活動は学習者に印象強く捕えられているのか明ら

かにしたいと考えた。 

２．研究目的 

表現活動の学習前後で「快適さ」を計る質問紙

調査を行い、学習者の「肯定的心理状態」の変化を

明らかにすること、また、学習者の自由記述から、

内容との関連についても明らかにすることを目的

とした。 

３．研究方法 

保育内容「表現」に関する授業の受講生を対象

にし、授業前後の肯定的心理状態について質問紙

調査（表 1）を行った。調査の結果を基に分析

し、学習内容と照らし合わせて考察した。 

表 1 肯定的心理状態 質問項目 

●対象授業；K女子大学「子どもの生活と遊び（表

現）」のうち「身体表現」5回中実技内容 4回 

●対象者 3年生 28名●調査期間；2018/11/7、14、

21、28●授業者；本研究者●授業内容;表 2参照 

●質問項目；「《運動による精神的変化》を計る質

問紙」Ⅰ心地よさ、Ⅱ自己有効感、Ⅲ生命感、Ⅳリ

ラックス感、Ⅴ自己評価、Ⅵ社交性の 6 項目各 4

問、Ⅶ一般的情緒 6問の計 30 問を授業前後実施。

回答方法は 4 件法。また、自由記述式項目に「印

象に残った活動とその理由について」を設定した。

質問Ⅶは反転項目である（表 1）。 

表 2 授業内容 

 

４．結果と考察 

（１）授業前後の変化 

授業前後の変化量は各回Ⅰ～Ⅶの項目全て増加

し、その傾向はほぼ同様であった（図 1）。 

1）各項目別の平均変化量  

Ⅰ心地よさ 0.91、Ⅱ自己有効感 0.95、Ⅲ生命感 1.15

の3項目に大幅な増加がみられた。Ⅵ社交性は0.61

だが、0.28～0.85 と最も幅広い結果の項目となっ

た。リラックス感 0.43、Ⅴ自己評価 0.34、Ⅶ一般

的情緒は 0.43となった（図 1）。このことから 4回

の授業全てにおいてその場や心身の心地よさを感

じ、自己有効感が高まり、より生き生きとした生

命感を感じられたと思われる。 

授業 活動のねらい

2人組ストレッチ 準備運動

背中のせ、だるま回り、人間エレベーター

人間回転ずし（背中転がり、ブリッジ）

芋転がり

震源地はどこだ

*だるまさんが転んだ　ポーズバージョン、動き

バージョン

*群像

2人組ストレッチ 準備運動

タッピング、スラッピング、泥人形、人間モッ

プ
体をゆだねる、引き受ける

ダイヤモンドウォーク　→　エア〇〇 動きの発想

*シフォンになって 材質の特徴から

*以心伝心（割り箸を使って）

コンタクトからの即興

動きからのイメージ（何みたい？テーマを決め

て）
ミニ創作

2人組ストレッチ 準備運動

お姫様ターン

飛行機バランス、2人飛行機

3人組で空を飛べ！

*鏡の世界～〇〇の世界 イメージの世界

*名前を動きで表現しよう

　(苗字・名前、ひらがな・カタカナ、音・形）
音や形からのイメージ

曲のイメージに合わせて

クラスみんなで（はじめ・なか・おわり）

曲のイメージと動き

ミニ創作

2人組ストレッチ 準備運動

引く・転がる・丸太倒し・座りキャッチ 動きの協調

*36の基本の動きカード　動きの表現、動きか

らのイメージ

*オノマトペカードで音を表現しよう

*絵本の世界を表現しよう 絵本手掛かりにミニ創作

5

回
講義

身体表現とは

表現遊びの指導方法

幼児の表現活動の意義、幼児の

身体表現活動指導例から考える

リフトを取り入れた動き
体ほぐし

3

回

言葉や音からのイメージ

活動内容

表現遊び

体ほぐし

他者から受け取る動きや思い

個々の発想からのポーズや動き

触れ合うことからの体ほぐし

1

回

2

回

4

回
表現遊び

体ほぐし

表現遊び

表現遊び

体ほぐし
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「快適さ」を経験する表現活動について

図 1 項目別 各回の平均変化量

2）各回の平均変化量

全項目の平均変化量では、3 回目が 0.78 と最も

変化が大きかったことが分かった（表 3）。

表 3 各回の 7 項目合計の平均変化量

3 回目の活動内容は、2 人組でお互いを真似した

り鑑賞し合ったりする活動が多く、最後に鑑賞し

合ったお互いの動きを授業者全員で簡単な作品に

仕上げる活動であったが、Ⅱ自己有効感、Ⅲ生命

感、Ⅵ社交性が 4 回の中で最も高くなっていた。

これは他者と深く関わる活動が多いことが影響し

ているのではないかと推察される。

3）項目間の相関関係

7 項目間で相関関係を算出した結果、高い正の

相関を示す 6 つの関係が明らかになった（表 4）。

表 4 各項目間の相関係数 ※高い相関のみ

図 2 高い相関のある項目の関連構図

心地よさを感じると同時に、自己有効感や生命

感と共にリラックス感を感じ、社交性も向上して

いた。社交性の向上は、自己有効感や生命感にも

関連していることが分かった（図 2）。

このことから、心身の心地よさが高まり他者と

の関わりの中で社交性が向上するような活動によ

って、自信や意欲の高い行動へと変容し、生き生

きとした意識の高まりも期待できると推察された。

（２）自由記述から

自由記述に現れた印象的な活動（表 5）では、第

4 回の活動内容が多く挙げられていた。印象的だ

った理由には、「シフォンの動きをどうやって真似

たらいいかわからなかった」「イメージが固定され

ていることに気づいた」「一人ひとりが持っている

イメージが違うと感じた」などと、自他の様々な

発見や気づきが挙げられていた。

表 5 印象的な活動（自由記述）

最も変化量が多かった 3 回目の活動は、特に多

くは挙げられていなかった。このことから、学習

者の印象に残る活動が、必ずしも肯定的心理状態

の変化に関連しているわけではないと推察された。

５．総括

表現活動はどの内容でも活動後の肯定的心理状

態は向上した。また、中でも心地よさや自己有能

感、生命感は特に向上していた。しかし、学習者の

印象に残る活動は、自他に新たな発見や気づきが

ある活動であって、肯定的心理状態が向上しやす

い活動と同義ではなかった。キーワードは「心地

よさ」と「社交性」であり、心身の心地よさを感じ、

他者との適切な関わりのある活動から、学習者の

肯定的心理状態は向上することが明らかになった。

心身を解放し表現活動を充実させて行うには、

心身共に心地よさを感じられ、他者との適切な関

わりを伴うような活動を取り入れることが有効で

あるという知見が得られた。

1回目 2回目 3回目 4回目

平均変化量 0.66 0.65 0.78 0.68

相関係数

Ⅱ自己有効感 0.70

Ⅲ生命感 0.72

Ⅳリラックス感 0.72

Ⅵ社交性 0.74

Ⅱ自己有効感 0.77

Ⅲ生命感 0.77

Ⅰ心地よさ

Ⅵ社交性

項目×項目

授業回 印象的な活動

群像 1

だるまさんがころんだ 1

シフォンになろう 7

割り箸 1

鏡の世界 3

名前をからだで書く 2

36の基本の動き(card) 9

オノマトペ(card) 7

絵本 3

3回目 5

4回目 19

記述数

1回目 2

2回目 8
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体育祭及びダンス授業の実施状況に関する報告

 〜地方のダンス教育の実態に着目して〜 

高田康史（広島文化学園大学）近江 望（吉備国際大学）

生関 文翔（安田女子短期大学）中尾 道子（環太平洋大学）湯浅 理枝（広島文化学園大学）

１．はじめに

これまでに、我が国の公教育における保健体育

科においてダンス授業がどのように展開されてい

るかに関する実態調査は、高橋（2019）、中村（2018）、

山崎（2013）、鍋山（2009）、木山（2005）など数多

くの調査がなされてきている。

しかしながら、学校現場におけるダンス教育で

ある体育祭ダンスに関して以下のような指摘がな

されてきている。高橋（2016）は「運動会や体育祭

で踊ったことでダンスをおしまいにする学校があ

る」、茅野（2017）は「学校教育でのダンス経験は

『授業』ではなく『体育祭』が多い」と述べられて

おり、体育の単元を行わず体育祭のみでダンス教

育を終えている現場の実態が危惧されている。そ

もそも、体育祭は特別活動の体育的行事であり、

学習指導要領においても、「体育科内容の関連と時

間の配当に留意すること」との文言があるため、

体育祭でのダンス＝ダンス授業（ダンス単元）と

することには問題があるとも考えられる。高田

（2017）は、「”体育祭問題”が解決しなければより

豊かなダンス授業の発展はない」と述べており体

育祭ダンスの実態や、ダンス授業と体育祭の関係

性を調査することがダンス授業のより豊かな発展

につながると考えられる。上記に示したダンス授

業の実態調査に関する研究ではこの部分に着手し

たものは管見の限りない。

そこで本研究では、地方の教育における体育祭

とダンス授業の関係を中心にダンス教育に関する

質問紙調査を行い、ダンス教育のための基礎資料

を得ることを目的とする。

２．研究方法

（１）調査方法

質問紙調査法にて調査を行った。

（２）質問紙の内容

質問紙の内容については以下の通りである。

「教職暦」「性別」「クラスサイズ（学年規模）」

「ダンス授業に関する意識調査」「ダンス授業の実

施実態について（内容・時数）」「体育祭でのダンス

（表現）の実態調査（内容）」

（３）質問紙の配布対象と属性について

本研究では、地域や教員の資質に応じたデータ

を採集しその違いを検討するため、以下の４群を

対象に質問紙を回収した。

1）A 群の配布方法及び対象について

小規模校（クラス人数 10 人未満など）が比較的

多い過疎地域の体育部会にて質問紙を配布し回収

している。対象地域の教員への聞取りから、地区

でダンス研修等は基本的に開催されていない実態

がある。この群を本研究では過疎群と定義した。

2）B 群の配布方法及び対象について

地区体育部会にて質問紙を配布し回収している。

この地域では、年 1 回ダンス授業作品の発表会を

伝統的に実施している。そのため、仮説として、地

区発表会と言うゴールがあるため、校内でダンス

授業を行う必然性が比較的高いと想定される。こ

の群を本研究では発表会群と定義した。

3）C 群の配布方法及び対象について

教員の自主研修にて質問紙を配布し回収してい

る。この研修会は、県内全域から教員が自由参加

で集まる会(50 名規模)であり、例年、ダンス授業

での単元の指導方法などを中心に外部講師を招聘

して研修を行なっている。そのため、仮説として

授業研究やダンス授業に対して、熱心に取り組む

教員が比較的多い群であると考えられる。この群

を本研究では自由研修群と定義した。

4）D 群の配布方法及び対象について

県教育委員会主催の研修にて質問紙を配布し回

収している。この研修会は、毎年行われる教育委

員会主催の研修会であり、各校から１名以上の参

加を必須としている会である。仮説として、自身

は、ダンス授業や単元のあり方についての探究心
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や関心がなくとも参加している教員が一定数存在

する可能性がある。この群を本研究では必須研修

群と定義した。 

 

３．結果及び考察 

（１）クラスサイズについて 

 各群の学年のクラスサイズは以下の通りであっ

た。A群（過疎群）平均 1.3クラス。B群（発表会

群）平均 5.0クラス。C群（自由研修群）平均 4.23

クラス。D群（必須研修群）平均 5.0クラス。 

（２）ダンス授業及び体育祭ダンスの実施状況 

（全体） 

 ダンス単元及び、体育祭を両方実施しているの

は 51.85％、ダンス単元のみの実施は 9.26％、体育

祭のみの実施は 30.25％、どちらとも実施していな

いのは 8.64％であった。上記より、単元としてダ

ンス授業を実施していない教員は 38.89％存在し

ていることが明らかとなった。高橋（2016）茅野

（2017）で言及された体育祭のみでダンスを終わ

らせる学校が多く存在するという指摘を支持する

結果となった。 

（３）ダンス授業及び体育祭ダンスの実施状況 

（群別） 

 ダンス単元未実施率を群ごとに比較すると、A

群（過疎群）72.22％、B 群（発表会群）45.29％、

C群（自由研修群）21.28％、必須研修群 36.37％と

なった。 

このことより、ダンス授業に対して比較的意識

が高いと考えられる自由研修群においても、２割

程度は単元での体育授業未実施であるといえる。

また、過疎群に関しては、地域性に加えて、地区で

のダンス研修会が定期的に行われていないことが

この数値に影響している可能性がある。一方、発

表会群は、過疎群に比べて実施率が高いことより、

地区発表会という“場”の提供が授業実施率を引

き上げている可能性もある。しかしながら、悉皆

研修を行なっている必須研修群の方が発表会群よ

りも実施率が高くなっていることから、中村（2018）

で言及された「悉皆研修」の重要性が支持された

といえる。 

（４）教員研修受講経験の有無と授業の実施につ

いて 

 各群における、教員研修の受講経験の有無及び

授業の実施について以下に示す。 

 各群で教員研修の受講経験がある教員を全数と

した場合、A群（過疎群）では、「研修あり授業実

施」50.00％、「研修あり授業未実施」が 50.00％。

B群（発表会群）では、研修あり授業実施」56.10％、

「研修あり授業未実施」が 43.90％。C群では、（自

由研修群）研修あり授業実施」84.21％、「研修あり

授業未実施」が 15.79％。D群（必須研修群）では、

研修あり授業実施」71.43％、「研修あり授業未実施」

が 28.53％であった。 

 このことより、教員研修を受けた教員が一様に

授業を実施しているとはいえない。15％〜50％の

教員が授業を実施しないことより、授業実施の有

無には、教員研修の受講経験以外のファクターが

関わっていると考えられる。仮説として、地域性、

学校の伝統やカリキュラム、教員の資質などの要

因が絡んでいると推定されるがこの部分は今後の

研究課題といえる。 

（５）ダンス授業の実施内容（全体） 

本調査において表現系ダンスの単元を実施して

いる割合は 25.71％、リズム系ダンスを実施してい

る割合は 58.71％、フォークダンスは 16.08％であ

った。中村（2018）の先行研究では大阪の全クラ

ス、千葉男子クラス、などが同様の結果であった

ため、実施割合については地方によって傾向が異

なるといえる。 

また、単元の内容を精査した際、単元内で作品

作りのみを実施している状態、つまり、学習者に

活動を丸投げしていると考えられる授業展開の割

合は、表現系ダンス単元で 5.56％、リズム系ダン

スで 21.43％みられた。このことより、リズム系の

方が、単元指導の方法が周知されていないと考え

られる。学校現場において、研修・指導資料・指導

要領の解説その他、指導のための環境が整ってい

ないのではないかと考えられる。 

（６）体育祭ダンスの実施内容 

 本研究において、体育祭ダンスではリズム系

48.48％、フォークダンス 31.82％、複合作品 19.97％

であった。また、体育祭ダンスの 72.73%が教師 or

一部の生徒による一斉指導であった。「主体的・対

話的で深い学び」を鑑みても体育祭活動において、

「協働して学習」「対話的に学ぶ」必要性があるの

ではないかと考えられる。 
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健康維持の『からだ気づき』の有効性に関する研究 

いのち育ての健康ワーク事例 

 

髙橋和子（静岡産業大学） 

１．はじめに 

平均寿命が世界有数の日本において、平均寿命

と健康寿命の差（男性約 9 年、女性約 12 年、厚

生労働省 2018 年）の短縮が求められており、そ

の対策には「運動・食生活・禁煙・検診・睡眠」

などがあげられている。そこで「からだ気づき」

実践が健康維持や改善を考えるきっかけになるの

かについて、調べることが目的である。 

 

２．方法 

「からだ気づき」実習を中心にした「いのち育       3)  骨密度測定：超音波骨密度測定装置(AOS- 

ての健康ワーク」を、受講生27名（放送大学面接

授業：90分×8）に、2019年10月31日、11月1日実

践し、健康調査も授業の一環として行った。測定

方法や意図は事前に説明し、受講生同士が測定・

記入できるようにペアやチームで行った。 

（１）「いのち育ての健康ワーク」プログラム 

1) 指定図書『からだ』（高橋ら2004） 

2) 主なワーク：『からだ』に掲載されている 

実習の中から｢自然探索｣｢目をつぶってみて｣

「呼吸」｢レスティング:写真6」｢与える･受け 

取る」｢金魚鉢｣の他、｢手足遊び:写真1｣「健

康調査」｢自己紹介｣｢だるまさんが転んだ:写

真5｣｢幸せ体操｣｢幸せグラフ」「幼児期に身に

付けたい36の動き」等を実施した。なお受講

生の様子に応じて実習のやり方や所要時間を

変えると共に、主体的に行うよう企図した。 

3) 授業の感想：各実習後に「感じた事、気づ

いた事、考えた事」を100字程度で記入し、2

日目終了時に「日常生活における健康維持や

改善」について千字程度の課題を出した。こ

れらも分析対象とした。 

（２）健康調査・測定 

1) 生活習慣調査：生活習慣や健康状態調査は

小澤(2012)が作成した45項目を使用し、無記

名、選択方式の質問紙調査を行った。その内

容は、生活に関する項目（起床・就寝時間､

朝食喫食の有無､食の品数）、SNS使用時間、

運動の好嫌度、心身の健康状態等である。 

2) ロコモ度テスト：ロコモティブシンドロー

ム(以下,ロコモ)の段階を判断するテストを１

日目に行った。結果はアルケア株式会社発行

の第１版に記入し、3段階で評価した。 

①脚力テスト:立ち上がりテスト 

②歩行能力テスト:２ステップテスト(写真4） 

③生活状況:身体や生活状況等の25項目 

100SA,医療機器認証番号 223AABZX00139 

000) を使用し左脚を測定した。約２秒で測

定でき高齢者の検査の負担軽減や，迅速な処

理を必要とする集団診断に最適であり、結果

はその場で印字し被検者に渡した(写真 3)。 

4) 血中ヘモグロビン濃度（以下,Hb）測定：

測定には抹消血管モニタリング装置ASTRM 

フィット（SYSMEX社製）を使用し、非侵襲  

的方法により実施。近赤外分光画像計測法を 

用いるため、採血の必要がない。痛みやスト  

レスの心配もなく約1分程度で測定できる。  

測定は２回以上行い、近似した値を測定値と  

した。Hb値の基準値には世界保健機構が提  

示する男子13.0g/dl、女子12.0g/dlを採用して  

貧血傾向の有無を評価した(写真2)。 

（３）分析方法：統計にはIBM SPSS Sttics19を使 

用し、単純集計、χ２検定等を行い、結果の有意  

水準はいずれも5%未満とした。本研究は「静岡  

産業大学倫理委員会」の承認を得て実施した。 

 

３．結果及び考察 

  本稿では健康調査(測定)を中心に報告する。 

（１）年齢：受講生27名(女性24名,男性3名)、平均 

年齢62.7歳(女性60.5歳、男性80.0歳)であり、23 

歳から89歳までの受講生であった。 
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（２）健康調査（表1,2,3 表中数値は％） 

 ロコモ度は、女性は非該当が約6割、ロコモ度1

は約3割。男性は全員がロコモ度１であった。骨

密度は男女とも年齢相当以上がほとんどであり貧

血傾向もほとんど見られなかった。このことから

対象者はほぼ健康状態を保っていた。さらに健康

調査により心身の健康への関心が助長されたこと

が、感想から分かった。 

 

表1 ロコモ度  非該当 ロコモ度1 ロコモ度2   

女性 24名    62.5    29.2      8.3       

男性  3名      0    100        0         

 

表2 骨密度 ~90 90~100 100~110 110~120 120～ %     

女性      0   8.3   50.0   25.0  16.7     

男性     0   0     0     33.3   0                

*年齢を100％とした場合. 男性66.7%測定不能 

 

表3 ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ ~ 12 12~13 13~14 14~15 15～ g/dl  

女性        4.2   54.2  29.2   8.3   4.2      

男性        0     0    33.3   0    66.7     

 

（３）日常生活の健康維持・改善(感想文より) 

受講生の感想では他者との関わりや健康測定を

組み入れた実習が心身の気づきを促し、更に健康

を考える契機になったとの記述が多くみられた。 

 

４．結論 

「からだ気づき」実習を中心に健康測定も加味

した健康ワークは、健康維持や改善を考えるきっ

かけになったことが推察された。 

 

今後の課題：「いのち育ての健康ワーク」が、生活

習慣や健康改善等への行動変容に繋がるかにつ

いては、継続調査が必要になるため、２か月後

に協力者に質問紙調査を行う予定である。 

謝辞：本研究は科学研究費補助金助成を受けて行

われた。ご協力頂いた方々に感謝申し上げます。 

引用・参考文献 

・小澤治夫・中西・和田.健康評価を活用した保健

学習の取り組みとその効果：中学生・高校学に

関して. スポーツと人間.静岡産業大学スポーツ

教育研究センター.第 3 巻第 2 号.pp67-74.2019 

写真：上から写真 1･2･3･4･5･6 
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レクチャーデモンストレーション 

即興表現 〜原点を見つめ、楽しさを味わう〜 

 

平成国際大学 教授 村田芳子先生 

                               

 

＜講師プロフィール＞ 

 

平成国際大学スポーツ健康学部教授。筑波大学名誉教授。1976 年東京教

育大学大学院修了後、筑波大学附属中学校、三重大学、岡山大学を経て、

2000 年に筑波大学、3 年前に筑波大学を定年退職し、2017 年 4 月に平

成国際大学に新設されたスポーツ健康学部の学部長として着任、現在に至

る。専門は舞踊教育学。平成 10 年度及び 20 年度学習指導要領作成協力

者（文科省）。 (公社)日本女子体育連盟顧問。現在、新たな大学で「踊る

キャンパス」を目指して奮闘中。 

 

 

＜主な内容＞ 

ダンスもスポーツの動きも、一瞬一瞬のうちに消えてはまた新たに生まれる、その変化の連続で成り立

つ即興の世界である。我々はこのはかなくも確かな動きの世界に身を投じている。その意味で、「即興表

現」は、動きの最も根源的で原点となるテーマであり、私の 40 年以上に及ぶダンス指導の根幹ともな

るテーマでもある。と同時に、｢自由な表現を教えること」、「即興を教えること」は、指導者にとって古

くてなお新しい難解なテーマでもある。 

  

１．そもそも「即興表現」とは？ 

即興の「即」は「同時に、即座に」という時間性を意味し、「興」は「内から生まれる」という内発性

を意味している。即興表現は、直感的に捉えたイメージをその場で思いつくままに表現する行為をさし、

創造行為の最も自然でしかも純粋な生きた形態ともいえる。即興表現の特徴と魅力は、創る・踊る活動

が一体となって「いまこの瞬間に感じるままに踊る」という新鮮さにあり、他者とのコミュニケーショ

ンの中で偶然に起こるひらめきや計算しない反応が、練り上げた作品とは異なる生きのよい表現を生み

出す。また、初心者からプロまで、技術や経験を問わず個々の持ち味を生かした表現を実現できる幅の

ある活動として注目されるのである。 

 

２．ダンス教育における「即興表現」の位置づけ 

ダンス教育においては、表現の行為自体やプロセスを重視する考えから、近年、即興表現が積極的に 

位置付けられて来ている。現在、学習指導要領においても、即興表現と作品創作の 2 つの表現方法（楽 

しみ方）を軸に学習内容と学習過程が構成されている。 

ここでは、戦後の既成作品の教授から創造的表現への転換以後、作品創作過程の研究と実践、そして、 

即興表現が学習指導要領において市民権を得るまでの変遷とその裏事情を概観する。ダンスは「他者と

豊かに関わり合いながら『今、ここ』から創り出す問題解決学習」のモデルとしてこれからの学校体育
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をリードする存在として注目され、「即興表現とコミュニケーション」からは「みんなが違う個性的な存

在であること、他者との関わり、双方向の関係、創造的な生成、ゴールフリー学習･･･」といった、これ

からの学習指導の未来の姿が見えてくる。 

 以下に、即興表現をめぐるトピックやポイントを思いつくままあげてみる。 

・ダンス教育における即興表現の位置づけの変遷･･･ダンス単元がそのまま作品創作⇒作品の基礎（身体

つくり・動き創り）と作品創作⇒即興表現と作品創作の２つのステージへ 

・「即興表現」をめぐるいくつかの誤解、教師が抱く不安 

・即興表現は｢ひと流れの動き｣に対応し、作品創作は「ひとまとまりの動き」に対応する 

・リズム系ダンスにおける即興と表現系ダンスにおける即興 

・即興表現を豊かにするコミュニケ―ション形態の授業 

・即興表現にも段階（発展）がある 

・「即座マネ」から｢再構成｣、そして「即興表現」へ 

・即興表現は、「動きにも賞味期限がある？」、「生まれたてが一番」、｢バイ・チャンス｣、作品創作は、｢続

きの絵を描く」、｢熟成したワイン｣、｢足し算と引き算｣ 

・そもそも授業自体が予測がつかない即興の世界、スポーツだってゲームは即興 

 

３．「即興表現」の実際の展開 

即興表現を成立させる｢他者・音楽・モノ」から、実際に即興で動いてみましょう。 

以下、候補をあげますが、この中から当日出会った学生さんの状況を見て、即興的に決めます。 

どういう設定やテーマで、どういう言葉かけで、そして、学習者がどういう反応を見せ、それに対しど

のような軌道修正をしていくか、ハラハラ・ドキドキ・ワクワクしながら見てください。 

・音楽のリズムに乗って、即座マネから即興再構成へ 

・特徴のある音楽を手がかりにした即興表現 

・体の部分を使った即興表現 

・「○○カルタ」（イメージカルタ・オノマトペカルタなど）を使った即興表現 

・モノ（イスや新聞紙など）を使った即興表現と演出 

・究極の即興｢バイ・チャンス｣…これができたら最高です。 

見ていて参加したくなった方は、どんどん侵入・介入してみてください。踊る人も見ている人も会場全

体が、多様な即興表現をともに創りあげる軽くてしなやかな空間になりますように…。 

  

≪主な参考文献・教材 DVD など≫ 

・村田芳子編著：中学校ダンス DVD2 巻（創作ダンス・現代的なリズムのダンス），パンドラ，2015 

・村田芳子編著・指導：「表現運動‐『リズムダンス』の最新指導法」（DVD 付き）．小学館，2012 

・村田芳子編著・指導：「表現運動‐『表現』の最新指導法」（DVD 付き）．小学館，2011 

・村田芳子総監修・指導：「新・ダンス授業講座‐ダンス必修化に対応した授業展開‐」DVD 全 10 巻，

CD6 巻，ダンス授業実践資料集，ユニバース，2010 

・村田芳子：いま ここ わたし ―動きの世界と即興性－．女子体育 50(4)：4－5，2008 
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即興表現を目指したリズム系ダンスの指導法 

〜動きの貯金箱を活用して〜 

 

高田康史（広島文化学園大学） 

１．はじめに 

 本ワークショップでは、リズム系ダンス（現代

的なリズムのダンス、リズムダンス）を題材に新

学習指導要領のキーワードである「主体的・対話

的で深い学び」を意識した上で即興表現を行うこ

と、またその指導法のメソッドを伝える講習を行

った。活動の流れは図１の通りである。 

 活動の概要及び意図を簡潔に記述する。まず、

活動１「体ほぐし運動に使えるコミュニケーショ

ンワーク」を行った。ダンス領域は他の体育領域

と違い、学習者のクラスの雰囲気や集団の受容感

が学習成果に大きく依存すると考える。そこで、

活動１では、普段関わっている学生以外で“不特

定多数とランダム”に関わることを目的として、

コミュニケーションワークを行った。学習者の関

係性が固定化しすぎない（＝クラスの誰とでも仲

良くできる）ことは、ダンス領域の学習の成果を

左右する大きなファクターである。とりわけ、今

回はワークショップという特性上、様々な団体か

ら複数人ずつ参加していることが多いため、上記

の活動１は非常に重要である。 
続いて、活動２「動きの貯金箱」である。リズム

系ダンスと表現系ダンス（創作ダンス、表現運動）

は、どちらも表現系ダンスであるともいわれてい

るが、両者の違いを筆者は以下のように考える。

表現系ダンスは「型のない自由なダンス」、リズム

系ダンスは「型ありきでどう遊ぶか、型をどう自

分なりに破るか」である。この考え方に関しては、

議論が必要な部分であるが、誌面の関係上割愛す

る。型をどう遊ぶか・破るかのダンスと捉えた際

に、学習者自身で型の蓄積は不可欠であるため、

本ワークショップでは、動きの貯金箱としての型

を提示した。学習者は、自分に合わない（難しすぎ

る）型については、習得する必要はなく、気に入っ

た型を自身のスキルとしてとりい入れるよう学習

を進めた。 

最後に活動３「即興表現へ」である。この段階で

は、ダンス領域特有の機能的・構造的特性である

「ゴールフリー」を目指しての活動を行っている。

筆者は、リズム系ダンスにおいてこの「ゴールフ

リー」を「自分らしいアレンジやクラスで自分し

かできないオリジナルダンス」と定義している。

また、学習指導要領上には、「全身で自由に」とい

う文言があるため、型の習得及び披露ではなく、

ダンスバトルにおける即興的に表現したダンスを

最終ゴールとした。 

 
図１ ワークショップの展開 

 
図２ ワークショップ内での概念レクチャー 
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２．ワークショップの詳細  
1)コミュニケーションワーク 

①クラップゲーム 

＜実施方法＞ 
指導者が“拍手（クラップ）”した人数で、受講者が集まる。 
例：２回拍手をしたら二人で集まって座る。 
＜応用＞ 
条件付けを行う。 
例：同じ血液型同士で集まる。今組んだ人とはつぎは組めない。誕生月で奇数・偶数ごとに集まる。 
②ナンバーインプロ 

＜実施方法＞ 
指導者が示した数字の課題を複数人で体で表現する。 
学習者は連続して同じペアを作ってはならない。（１つ前のペアとつ後の課題で表現してはいけない） 
例：１“とりごや”、２“メーリーゴーランド”、３“カップルシート”、４“ヒップホップ” 
 
2)動きの貯金箱 

＜動きの例＞ 
ダウンステップ、クロスステップ、サイドステップ、２ステップなど 
＜指導時のポイント＞ 
・ステップは完璧に覚えなくても良い（むしろ間違って覚えるところからオ

リジナルが生まれる可能性もある。）そのため、指導者はポイントを明示しす

ぎない。 
・習得に偏らず、「踊る−観る」（見せ合い）の活動を入れる。（互いの良さを

認め合う活動） 
・アレンジヒント（図３）を明示し、可能であれば自分なりのアレンジを考えながら活動を進める。 
 

3)即興表現へ 「ダンスバトル（１対１、２対２、４対４）」 

 ＜実施内容＞ 
１：１対１で、即興ダンスバトルを行う 
２：２対２で、即興ダンスバトルを行う、ルーティーンを入れる。 
３：４対４で、即興ダンスバトルを行う、ルーティーンを入れる。 
 ＜ポイント＞ 
  １：オリジナリティや個性を大事にする価値付けを行う。 
  ２：仲間との交流、相手を観て動きをアンサーする。 
    ＊アンサー・・・相手の動きを真似して、可能であればアレンジを加える 
  ３：パーソナリティ（個性）を評価し、お互いの表現認め合う雰囲気作り 
 
３．最後に 

 リズム系ダンスは、「型ありきでどう遊ぶか、型をどう自分なりに破るか」が楽しいダンスである。し

かしながら、振付習得に代表される“型の習得”のみに終始してしまってはダンス領域の特性である「ゴ

ールフリー」に近づけるとは言い難い。ダンスは、自分らしさ（≒ゴールフリー）を追求する楽しさがあ

るが、指導者は、多くのダンサーの初期衝動が自己表現ではなく模倣であることも念頭におく必要があ

り、模倣から自由へ、型からゴールフリーへの指導メソッドをより多く開発していく必要がある。 

図３ アレンジヒント 
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発表作品を目指したリズム系ダンスの指導法 

〜動きのくずしを活用して〜 

 

近江 望 （吉備国際大学）                          

１．はじめに 

中学校学習指導要領において現代的なリズムの

ダンスでは、リズムの特徴をとらえ、変化のある

動きを組み合わせて、リズムに乗って全身で踊る

こととされている。しかし、「定型の振付を覚えて

踊る学習であると誤解」されていたり、運動会な

どの発表作品に向け「振付を丸写しさせる授業」

が見られる指摘もある。1) 

そこで、学校現場では発表作品に向けての活動

が表現運動の学びの場として定着している現状か

ら、学びのねらいを踏まえつつ「リズム系ダンス」

のルーティン作りに取り組めるように今回のワー

クショップ(WS)内容を構成した。 

本 WS は京都教育大学教師力向上プロジェクト

「Dance Pallet for Schools Ⅰ〜Ⅴ」で筆者ら

が提案した WSがベースとなっている。2) 

２．ワークショップの内容 

（１）ねらい 

学びの場において「主体的・対話的で深い学び」

の視点からの授業改善を踏まえつつ、リズムの特

徴をとらえ、変化のある動きを組み合わせて、リ

ズムに乗って全身で踊る「リズム系ダンス」の作

品作りをねらいとした。 

発表作品に対して振付を覚える活動ではなく、

「あこがれ」をキーワードに即興で自由表現の中

から自然と振付を生み出し構成していく流れを意

識した。そして、ジグゾー法を交えながら受講者

同士の関わりを大切にして「ゴールフリー」「オリ

ジナリティ」「自分らしさ」を追求していく場面が

生まれるように工夫した。 

（２）活動Ⅰ 

「基本的な動き」 

①基本的な動き 

まず誰でも取り組める簡単な動きを提案した。 

1) 片足を前に出して戻す 

2) ケン・パー（ランニングマン） 

3) 片足を横に出して戻す 

4) 開いて・滑らす（スライド） 

各グループ(10 名弱)に４つの基本的な動きの中

から１つを選び、円に広がって全員で動きを確認

した。その後、課題曲を流し１人１エイトずつ順

に動き披露し合う。ルールとして「前の人と同じ

動きでも良いし、自分なりに変化をさせても良い」

を確認した。 

すると、同じ動き

が繰り返されること

は少なく、徐々に上

半身の動きなどを加

え、変化が見られる

ようになった。 

（３）活動Ⅱ 

「動きのくずし」 

①基本的な動きをオリジナルの動きに変化 

１人１人オリジナルの動きに変化できない場合

に「動きのくずし」としてキーワード（リズムの

変化・高さの変化・空間の変化・手の変化・反対

言葉）をきっかけにしようと準備していたが、今

回はほとんどの受講生がダンス部員であったため

キーワードを活用することなく各グループで多様

な変化が見られた。 

「動きのくずし」は村田(2002)の提唱するダン

スにおける「４つのくずし」3)を参照しながら、今

回のプログラムを学校現場で実施した時に変化の

目安として教員研修から整理されたものである。 

（４）活動Ⅲ「教え合い 共有する」 

①各グループの No.1を決めよう 

 メンバーの中から素

敵な動きの No.1ダンサ

ー(あこがれ)を選び、

その動きを真似して全

員が踊れるようにした。 

 今回は WS 後にステージで作品を披露すること

もあり、その構成上６つのグループを作り、課題

曲「JOYFUL, JOYFUL」に合わせて各グループ２エ



発表作品を目指したリズム系ダンスの指導法 〜動きのくずしを活用して〜 

 

イトずつ順に No.1 の動きをメンバー全員のルー

ティンとして披露していった。 

②各グループ１名ずつ集めた新グループ結成 

１日目の WS では、２

日目の WS ショーイン

グ作品へのステージン

グ練習が必要でないた

め、新グループを結成

する活動へ進んだ。 

各グループで生まれ

た No.1 の動きを持ち

寄って６名の新グループを結成した。これにより

新たに６つの動きを教え合える環境が作られた。  

この環境の変化では、一人一人が動きのリーダ

ーとなり、教え合い、共有する中で６つの動きを

組み合わせたルーティンを新グループ全員が踊れ

るようになった。 

（５）活動Ⅳ「即興的に 全身で踊る」 

今回、「オリジナリティ」「自分らしさ」を追求し

ていくためにリズム系ダンスでよく用いられる

「ヒップホップ」での「オリジナリティ」「HIPHOP

らしさ(DOWN)」を取り上げた。 

筆者は HIPHOP とは文化であり、HIPHOP ダンスは

4 ELEMENTS(DJ/MC/GRAFFITI/DANCE)の中の一つで

ある起源を話し、ステップ・ルーティンを競い合

う競技ではなく自己表現の１つと捉え、表現領域

での広がりが期待できる分野であると考えている。 

そこで、HIPHOPらしい動きとして「DOWNの動き」

のコツを伝え、みんなで取り組んでみた。 

日常生活で体がダウンする時はどんな時（感情）

か考えると、気持ちもダウンしている時が多い

(「疲れた」「怒る」「悲

しい」など)。そこで、

その場面をイメージ

しながら、DAWNの動き

で「足踏み」をして感

情を床へ伝えるワー

クを行った。 

「足踏み」を速さ、強弱など変えながらその時の

感情で鳴らしていくと自然と上半身（手）も動き

出し、DAWNの動きによる「自分らしさ」がたくさ

ん見られた。 

定型の振付を覚えて踊る場面が多く見られる

「リズム系ダンス」に対し、「即興的に全身で踊る」

アプローチの一つを提案したパートである。 

（６）活動Ⅴ「ひと流れの動きから作品作りへ」 

今回の WS の時間内では扱えなかったが、６名に

よる新グループで６つの動きの組み合わせや新し

い動き、選曲など話し合う活動を行うことで、よ

り良い作品作りへ進めると考えている。 

３．まとめ 

WS のねらいに向けて意識して取り組んだこと

を以下にまとめる。 

主体的 一人一人が動きを生み出す 

対話的 グループ内で動きを振り返る 

深い学び 仲間や他のグループの動きから新しい動

きを生み出す 

授業改善 既成の動きを覚えるのではなく協同学習

から自分たちの動きを作り出す 

リズムの

特徴 

ヒップホップのリズムの特徴 

（ダウンの動きのコツ） 

変化のあ

る動き 

グループ内で踊りを見合うことにより新

しい動きを生み出していく 

リズムに

乗って 

今回は「怒り」「足音」をキーワードにリ

ズムに乗りつつ自分なりのビートを刻む 

全身で踊

る 

「動きのくずし」をキーワードに動きに

変化をつけ、踊りを大きくしていく 

 作品作りに向けては、グループ内の動きを見合

い、素敵な動きを「あこがれ」として選び、真似

しながら動きを広げていく流れを作った。 

 今回の反省としては「動きのくずし」を活用す

る場面を十分にとれなかったことであるが、受講

者の経験値により多様な動きが多く見られ、WS 作

品を披露できたことに感謝している。 

【引用・参考文献】 
1)中村恭子（2012）「移行期のアンケート調査から見えて

きたもの」体育科教育第 60 巻第 2 号 
2)近江望 他(2018)「体育授業におけるダンスの協働学習−

ストリートダンス編」https://youtu.be/NK3NMr-MtGE 
3)村田芳子(2002)「楽しいリズムダンス・現代的なリズム

のダンス」小学館 

41



舞踊教育学研究  第 22 号  令和3年 3 月 

 

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 

令和元年度総会議事録 

 

日 時  令和元年 12 月 21 日（土）12：50～13：40   

場 所  岡山シンフォニーホール 和風ホール              

 

審議に先立ち、事務局の熊谷より出席者並びに委任状により総会が成立している報告があった。 

 

会長挨拶 

議長選出 

 

【報告事項】 

１．令和元年度活動報告 

（１）理事会開催（年３回） 

１）令和元年 9 月 12 日（金）（慶応義塾大学日吉キャンパス） 

 （議題）・第 39 回全国大会（岡山大会）の進捗状況について 

・「舞踊教育学研究」21 号の編集進捗状況について 

・第 40 回全国大会について 

・研究会ＨＰの準備状況について 

２）令和元年 12 月 16 日（メール会議） 

 （議題）・平成 30 年度全国大会進捗状況、 

・「舞踊教育学研究」編集状況及び課題の検討 

・令和 2 年度以降の全国大会 

・令和元年度総会議案の確認 

・次期役員選出について 

３）令和元年 12 月 20 日（岡山シンフォニーホール） 

（議題）・令和元年度総会議題検討  

（２）第 39 回全国創作舞踊研究発表会開催 

１）期日：令和元年 12 月 21 日（土）・22 日（日） 

２）場所：岡山シンフォニーホール 

３）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：岡山大学 

４）内容：会員研究発表会、舞踊作品発表会、シンポジウム、ワークショップ、特別プログラム 

 

２．平成３０年度決算報告 

 事務局より、資料に基づき報告があり、承認された。 

 

３．令和元年度決算中間報告 

 事務局より、資料に基づき説明があった。 

舞踊研究会報告 
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舞踊研究会報告 

 

 

４．編集事業報告 

「舞踊教育学研究」（Japan Journal of Dance Education）第 21 号発刊（平成 31 年 3 月予定） 

電子ジャーナルへ移行することについて説明があった。 

 

５．その他 

新会員 10名の紹介があった。（敬称略）赤堀 文也、浅井 麻里、太田 真由、小澤 尚子、 

竹内 秀一、中尾 道子、橋本 有子、東出 益代、松本 拓也、安江 美保 

  

【協議事項】 

１．令和２年度活動計画案 

（１）理事会開催（年３回） 

日本体育学会・舞踊学会開催期間中並びに全国大会前日開催予定 

（２）第 40 回全国創作舞踊研究発表会開催  

１）期日：令和 2 年 12 月 19 日（土）・20 日（日） 

２）会場：愛知教育大学 

３）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：愛知教育大学 

４）内容：教員研究発表会、舞踊作品発表会、ワークショップなど 

（＊新型コロナウイルス感染拡大を受け、オンライン大会に変更） 

 

２．令和２年度予算案 

 事務局より、資料を基に説明があり、軽微な修正を加えたのち承認された。 

 

３．令和 4年度以降の全国大会について 

  令和 3 年度の大会について、広島地区を中心に開催を検討中であるが、それ以降の大会につい

ては開催が困難な状況にあり、運営委員会形式や場所の固定案（セシオン杉並での毎年開催）な

どについて協議された。 

 （＊令和 3 年度は、愛知教育大学での開催となった。） 

  

４．編集事業計画について 

「舞踊教育学研究」（Japan Journal of Dance Education）第 22 号発刊から完全電子ジャーナ

化になることが確認された。また、科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）のサービ

ス利用申請を進めることとなった。（その後、利用申請が認められた。） 

 

５．令和 2・3年度役員について 

 以下の役員が選出された。 

 

舞踊研究会理事（令和 2・3年度） 

 舞踊研究会会長    細川 江利子（埼玉大学）  

 舞踊研究会副会長   木山 慶子（群馬大学） ＊『舞踊教育学研究』編集委員長兼任 

事務局長       熊谷 佳代（岐阜大学） 
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 編集委員会事務局   山﨑 朱音（静岡大学） 

 調査研究担当理事   廣兼 志保（島根大学） 

大会担当理事     成瀬 麻美（愛知教育大学大学） ＊令和 2年度大会担当理事 

 監事         大橋奈希左（京都女子大学）・七澤朱音（千葉大学） 

                        

『舞踊教育学研究』編集委員（ HP担当を併任）   

            高田 康史（広島文化学園大学） 

            生関 文翔（安田女子短期大学） 

６．その他 
 特になし。 
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舞踊研究会報告 

 

【事務局よりお知らせ】 

 

●入会のご案内 

 

「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」入会の手続き 

本会の趣旨に賛同され，舞踊教育のよりよい研究・実践を求めるために，多くの方々が本会に参 

加されることを願っています。本研究会へ入会を希望される方は，次のような方法で手続きをお願

いいたします。 

 

１．本研究会事務局にご一報下さい。下記の資料をお送りします。 

 １）本会規約  ２）入会申込書   

２．入会申込書に必要事項をご記入の上，本研究会事務局までご返送下さい。 

３．会費を郵便局より下記の口座番号にお振り込み下さい。 

 

●未納会費がある会員の皆様 

 これまでに，会費を納める機会を逸してしまった方がいらっしゃいましたら，是非，未納分の会

費を下記の口座番号にお振り込み下さい。 

 会費は，年会費で平成 20 年度より 5,000 円となっております。 

 ご不明な点は，事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。  

 

ゆうちょ銀行 

記号番号：10630-01598721 

口座名称：舞踊研究会（ブヨウケンキュウカイ） 

年 会 費 ：5,000 円 

 

●事務局   

〒501－1193 

 岐阜市柳戸１－１ 岐阜大学 熊谷佳代研究室内 

  TEL＆FAX：0258-293-3124  E-mail：kayo@gifu-u.ac.jp 
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                               「舞踊教育学研究」編集規定 

 

(１) 本誌は，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の機関誌として発行す

る。 

(２) 本誌は，本研究会会員の総説，原著論文，実践研究，研究資料，評論，その他及び会員の内

   外研究活動に関する記事等を編集掲載する。 

(３) 本誌の発行回数は，原則として，年１回（３月）とする。 

(４) 原稿の取扱及び掲載の時期については，編集委員会が委嘱した複数の審査員の審査結果に基

づき，同委員会において決定する。       

(５) 本誌の編集事務についての問い合わせについては，「舞踊教育学研究」編集委員会とする。 

 

                                     編  集  委  員 

 

○木山 慶子    山﨑 朱音    高田 康史    生関 文翔 

                                                                      ○印は編集委員長 

 

編  集  後  記 

令和2年は新型コロナウィルスの感染拡大に伴い，研究発表やダンス作品の発表機会そのものの

方法が見直される一年となりました。身体を介したコミュニケーションを画面越しにどう行うのか

など，目の前の課題に会員の皆様は各々の知見を活かされ，様々な解決策を導かれたことと思いま

す。そして，舞踊教育の価値を再確認するとともに，新たな問いが生まれた一年でもあったと思い

ます。 

このような状況下においても，ここに舞踊教育学研究第22号が無事に発刊されたことを，大変喜

ばしく思っております。本号では，第39回全国創作舞踊研究発表会の報告と，実践研究のご投稿も

頂戴いたしました。新たな知見を多分に含んだ，これからの舞踊教育の発展に寄与する大変貴重な

内容となりました。 

本号の発刊に至るまでの会員の皆様，査読をお引き受けいただきました先生方，ご投稿いただい

た先生方のご理解とご尽力に心から感謝を申し上げます。引き続き，次号，さらに未来の本稿への

発展にご助力いただけますよう，心よりお願い申し上げます。（山﨑朱音） 

 

表紙の３本の線は，研究，教育，作品創作（発表）の三つを意図。研究，作品創作（発表）は 

継続を表す直線で，教育は，人々が集い，支え合って一つの線になるよう，点線で示した。   

 

  舞踊教育学研究  第２２号 

   令和 ３年 ３月 ３１日発行 

   編集・発行    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 

                 「舞踊教育学研究」編集委員会 

                〒371-8510  群馬県前橋市荒牧町4-2  

                   群馬大学共同教育学部保健体育講座 木山慶子研究室 

                   TEL・FAX：027-220-7325    
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「舞踊教育学研究」投稿規定 

I 和文規定 

1.本誌に投稿できるのは，共著者を含め，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員とする。 

2.投稿できる論文の種類は，舞踊教育に関する総説，原著論文，実践研究，研究資料(以上査読有り)，評論，短報，研究

ノート，実践ノート(以上査読無し) のいずれかに該当するもので，完結したものに限る。 

3.原稿は，Word で作成するものとし，A4版白無地用紙に完全原稿として作成する。本文は 10.5 ポイントの明朝体を使用

し，22字×43 行×2段を以て 1ペー ジとする(余白設定 上 30mm 下 25mm 左右 22mm 段間約 2文字分)。本文はひらがな

現代仮名遣いとする。外国語を仮名書きにする場合は，カタカナとする。また，本文及び文献表の左側に行番号(ページ

ごとに振り直し)を付加する。 

4.総説，原著論文，実践研究，研究資料は，原則として，1編につき，図表，抄録を含めて，刷り上がりが 10 ページ以内

とする。評論，短報，研究ノート，実践ノートは 6 ページ以内とする。この枚数を超過した場合や特殊な編集を要した

場合には，その費用は，投稿者の負担とする。校正時の大幅な加筆や削除は認めない。 

5.文献は，本文の最後にアルファベット順に記載し，本文中の該当箇所に文献番号を，半角上付き文字(片括弧閉)で，(例)1)，

2)のように表記する。文献の記載は以下を原則とする。 

イ)単行本 著者名(西暦年).書名.発行所:出版地.(必要に応じてページ p.または pp.). 

ロ)雑誌論文  著者名(西暦年).論文名.雑誌名:巻(号):ページ. 

ハ)WEB サイト 著者名(発行年)WEB ページの題目.WEB サイトの名称，URL，(参照日) 

6.注をつける場合は，本文中のその箇所に，半角上付き文字(片括弧閉)で， (例)注 1)，注 2)のように通し番号を付し，

本文と文献表の間に一括して記載する。 

7.査読ありの投稿論文の原稿には，欧文抄録および和文抄録(抄録和訳文)を添える。 

イ)標題ページには，論文名，著者名，所属機関名(組織が大きい場合は部所名まで)とそれらの英訳を記載する。連絡先

(住所)は 1頁目本文内に記載する。 また，論文の種類を 1頁目左上に記載する。 

ロ)欧文抄録は，欧文規定 3の文字数(88字)×20 行程度とする。 

ハ)和文抄録(抄録和訳文)は，1段組み，44字×10 行程度とする。 

ニ)キーワードは，原著論文，実践研究，研究資料については 5個程度とする。 
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