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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。 
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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。 
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