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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 41回(通算 69回)全国創作舞踊研究発表会(愛知大会) 

2021 年 12 月 18 日（オンライン）・19 日（愛知教育大学） 

 

大会日程 

18 日(土) 9:00～10:30  会員研究発表会  

10:40～11:30 木村はるみ先生退職記念企画 

9:30～11:00  学生交流会 

11:10～12:30 学生代表者会議・上演打ち合わせ 

     11:45～13:15 総会  

12:40～15:30 ワークショップ①小笠原大輔氏（2 回実施） 

 

19 日(日)  10:00～12:10 ワークショップ②水島晃太郎氏（第２体：2 回実施） 

10:00～12:10 ワークショップ③須古井京子氏（附属屋：2 回実施） 

13:30～16:00 ダンス作品発表会（開場 13:00～13:30） 

 

主催 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 

後援 愛知県教育委員会 刈谷市教育委員会 

 



ごあいさつ 
 

 

大会会長                       愛知教育大学学長 野田敦敬 

 第 41回全国創作舞踊研究発表会（愛知大会）の開催を心からお慶び申し上げます。本会は昨年度開

催の予定でしたが、コロナ禍で延期となり関係者の皆様の工夫で、遠隔と対面を組み合わせこの度、愛

知では初めて開催できることになりました。 

 本発表会は、日本教育大学協会に属する全国の教員養成大学及び学部の教員と学生が一堂に会し、互

いに刺激し合いながら舞踊教育にかかわる資質・能力の向上を図ることを目指しています。その成果

は、大学での教授内容、学生指導を深め、ひいては全国の体育科授業の充実に発展する意義深いことだ

と考えます。本発表会では、会員研究発表、ワークショップに加え、全国 14大学 18作品のダンス作品

発表など、盛りだくさんのプログラムが用意されております。 

さて、本学は昨年３月に中長期ビジョン「未来共創プラン」を策定しました。「子どもの声の聞こえ

るキャンパス、地域から頼られる大学」を目指して、ビジョンと３つの目標、９つの戦略を掲げていま

す。戦略１は「大学及びその周辺地域を『学び』と『遊び』を一体化できるエリアとして、実践フィー

ルドと実践プログラムを提供します」としています。12月 19日午後は「あつまれ！ 子どもキャンパ

ス」と称して、小学生向けのプログラムを９つ用意しています。本発表会もそのプログラムの１つに位

置付けていますので、地域の子どもたちも鑑賞することになると思います。 

 本発表会における研究成果が広く全国の指導者養成に共有・活用され、ますます発展されますことを

祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

 

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

第 41回全国創作舞踊研究発表会の開催にあたり、日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門を

代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。 

昨年度の本研究発表会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、遠隔での開催を余儀なくさ

れましたが、今回 2年ぶりに対面での開催に至りましたこと、まことに喜ばしく存じますとともに、こ

の日に向けて並々ならぬご尽力を賜りました愛知教育大学の先生方、事務職員の方々、また学生のみな

さんに心より御礼を申し上げます。そして今なお感染防止のための制約が多い中、この日のために研究

発表およびワークショップのご準備、舞踊作品制作に取り組んで来られた舞踊教育に携わる先生方と学

生のみなさんに深い敬意を表させていただきます。 

百年に一度と言われる感染症の世界的流行を前に、われわれ人類は大きな恐怖と戸惑いに直面し、試

行錯誤の中、日々の生活も数多の制約を余儀なくされました。当然大学の学生生活もその例外ではあり

得ず、昨年度は丸々1年間大学へ通うことすらままならなかった学生のみなさんもいらっしゃることと

思います。舞踊作品は社会を映す鏡であるとも申します。この 2年間のコロナ禍での生活を経験されて

きた学生のみなさんの作品からどのようなメッセージが発せられるのか、一人の観客として興味深く舞

台を拝見させていただきます。舞台に立てることの喜びを改めて感じながら、これまでの練習の成果を

存分に発揮していただければと存じます。 

 



 
 

 

 

大会実行委員長                      愛知教育大学 成瀬麻美 

本日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・第 41回全国創作舞踊研究発表会（愛

知大会）にご参加いただき、誠にありがとうございます。全国創作舞踊研究発表会は、研究発表会とダン

ス作品発表会が組み合わさった、理論と実践の両面を内包する大変貴重な舞踊の大会です。今大会は 41

回（通算 69回目）を迎え、愛知では初めての開催となりました。愛知県の舞踊教育と舞踊文化の発展に

繋がる機会となり大変嬉しく思います。本来であれば昨年度開催予定でしたが、1年越しのオンラインと

対面を併用した形で無事に開催を果たすことができました。本大会の開催にあたり、2年の準備期間の中

でたくさんの方にご支援・ご協力を賜りました。この場をお借りして深く感謝を申し上げます。 

今年 7月、本学の掲げる「未来共創プラン」の試行的な取り組みとして、愛知教育大学附属名古屋小学

校 2 年生の児童（約 100 名）が校外学習で愛知教育大学を訪問しました。校外学習では様々な内容が用

意されており、最後に「ダンスで交流」を本学講堂にて実施しました。ダンス部の作品披露や学生と子ど

もたちとのダンス交流、そして最後には野田学長はじめ、校外学習で関わられた先生方が再度登場し熱

気に包まれたフィナーレを飾ることができました。参加した学生からは「先生になりたい気持ちが高ま

った」という感想を聞きました。改めてダンスが持っている可能性、そして対面でしか味わえない感動が

あることを身を以て感じました。本大会は未来の教員となる学生が舞台で照明を浴びて作品を披露しま

す。学生の自身の身体を通した経験が、「ダンスの魅力」「教師の魅力」を感じる大会になることを願って

います。 

また、長年にわたり舞踊研究会の発展にご尽力下さいました山梨大学の木村はるみ先生の退職記念企

画を開催できますことも大変喜ばしく思っております。ダンス作品発表会では、愛知教育大学の卒業生

が顧問を務めている愛知教育大学附属高等学校ダンス部と東京パラリンピックの開会式にも出演されプ

ロダンサーとしてご活躍中の水島晃太郎氏にもお力添えをいただきました。全国でご活躍中の3名の先

生方にワークショップをお願いできたことも大変嬉しく思います。 

終わりに、全国からご参集の舞踊研究会の皆さま、教大協保健体育・保健部門代表の神戸先生、そして

いつも温かくご支援下さる野田学長はじめ保健体育講座の先生方、およびご関係の皆さまに心より感謝

申し上げます。 



 

会員研究発表会及び記念企画 プログラム 

12月 18日(土)9:00開始 

９:００ 

舞踊研究会会長 あいさつ 

 

会員研究発表会 

９:０５ 

○座長 木山慶子（群馬大学） 

１．ダンスワークアウトにおけるステップの習得に関する一考察 

―指導者と受講者による動きの捉え方の違いから― 

浅井麻里（筑波大学大学院） 

本研究では，ダンスワークアウトにおけるメレンゲマーチについて，習得までの指導事例を指導

者と受講者 1名の動きの捉え方の違いから検討した．2ビートで足踏みを行うメレンゲマーチは，簡

単そうに見えるが，スムースな動きとなっていない段階のまま見逃されがちである場合が多い．こ

のようなぎこちない段階にある 1 名の対象者の事例から考察を行い，指導の要点を明確にすること

を研究目的とした．結果より，指導している言語と対象者のイメージした動き方との間で，それぞ

れが持っている身体感覚から生じる運動の捉え方にズレがあったことが明らかとなった．指導者が

この食い違いに気付くまでに時間を要したため，修正指導の長期間にわたり対象者の動き出しの順

序に混乱が生じた．そして，正しい動き習得のためには，体幹部の可動性及び斜め方向に引っ張る

感覚の習得，さらに 2 ビート間に行われる重心移動について，理解させることが重要であると示唆

された． 

 

９:２０ 

２．身体活動を伴う対面授業の心理的影響 ～コロナ禍における 2年間の状況～ 

足立美和（共立女子大学） 

コロナウイルスにより対面授業においても緊張感をもった授業展開であった 2年間の授業を対象

に、新入生である 1年次における身体活動を伴った授業での心理的変化について、2年間の状況を

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９:３５ 

３．「カポエィラ・エクササイズ」授業に関する実践報告 

～対面授業とオンライン授業の比較～ 

小笠原大輔（湘北短期大学） 

半期 15回で行われる、スポーツ系選択科目「カポエィラ・エクササイズ」について、受講生の

感想を対面授業とオンデマンド授業で比較した。その結果、対面授業では「元々カポエィラに興味

があった」「動画などで見たことがあった」者が多かったのに対し、オンデマンド授業では「見た

こともなく今回初めて知った者」「種目問わずとにかく体を動かしたかった」という者が多かっ

た。またオンデマンド授業の方が「楽しさ」はやや低く、「難しく」感じる割合が大きく、運動強

度の個人差が小さい等の結果が得られた。また、身につけられた力も両者に大きな違いがみられ

た。オンデマンド授業の問題点としては、先行研究と同じく住環境に関する点が挙げられたが、人

的環境に対する回答も多かったことから、「動画提出とそれに対するフィードバック」等の方法も

取り入れる必要があると思われる。 

 

９:５０ 

○座長 寺山由美（筑波大学） 

４．健やかな心と体を育むための体育学習のあり方ー表現運動の学び合いを通してー 

奥山 学（習志野市立屋敷小学校） 

表現運動を全学年で研究し、その体育の取り組みを他領域にも生かしながら、健やかな心と体の

育成を目指している。表現運動での具体的な手立ては、「言葉がけの質」「動きの方の提示」「見

合いの仕方の工夫」の３つの柱で捉えている。今回紹介する単元もこの３つの柱を中心として授業

を進めた。 

本実践は、第 5学年に実施した。児童が、「つくる」をテーマとして、生物誕生などの過去から

現代、未来と想像を膨らませて創作した。自分たちの未来をイメージし、地球のために何を「つく

る」か楽しみながら表現した。 

 

１０:０５ 

５．表現運動におけるイメージカルタの効果に関する検証 

ー文字情報の表現性の差異に着目してー 

七澤朱音（千葉大学） 

イメージカルタは、表現運動の即興表現を助ける教具として学校現場に普及してきた。文科省の

まるわかりハンドブックだけでなく、多くの県教育委員会の HPにカルタを活用したモデル指導案

が掲載されている現状を鑑みると、カルタを用いることの一定の効果が教育現場でも認められてい

るということになろう。しかしその実践では、カルタの用い方について主に言及されており、文字

情報（題材・オノマトペ）を“どのように描くか”、といった議論はなされていない。本研究で

は、C大学の「身体と動きⅡ」の二年次受講生を対象に、同一題材で①オノマトペ強調、②通常の

文字、の表現性の異なる二種類のカルタを描かせて即興表現で用いた。学習終了後にそのカルタが

「即興表現につながりやすいか」について相互評価させた結果、①オノマトペ強調カルタの方が高

い実態が明らかになった。 



 

 

10：40～11：50 

木村はるみ先生退職記念企画 

 「多様な時代のダンスの力・・・Diversity -Dance- Dialogue」 

芸術/芸能・教育/情報教育・医学/治療 等の他領域とダンスの接点について、木村はるみ先

生から話題を提供していただき、参加者のみなさんと意見交流します。 

 

司会：熊谷佳代（岐阜大学） 廣兼志保（島根大学） 

 

 

木村はるみ先生（山梨大学） プロフィール 
山梨大学大学院教育学研究科准教授。  

1957 年 1 月群馬県生まれ。筑波大学体育専門学群 舞踊専攻 体育原

理研究室。同大学院博士課程体育科学研究科単位習得満期退学（修士 

教育学）。1991年度文科省在外研究員（ロンドン大学：ラバン・セン

ター）1998 年度文科省内地研究員（東京大学総合文化研究科）2012

年度山梨大学内地研究員（京都大学こころの未来研究センター）2013

年同連携研究員。舞踊歴：舞踊教育を川口千代先生にモダンダンスを

河野潤先生・藤井公先生に習う。80 年代にオイリュトミーを笠井叡

先生に習う。90 年代に神前神楽を多静子先生に習う。京都時代から

ヨガを堀之内博子先生に、気功（峨眉伸展功）を張明亮先生に習う。

2012 年から鎌田東二先生（宗教学・民俗学：京都大学名誉教授・上

智大学グリーフケア研究所特任教授）を研究代表とする科研Ａ：身心

変容技法研究会に研究協力者として参加、研究継続中、鎌田東二先

生・河村博重先生（観世流能楽師・京都重要無形文化財）の主催する

世阿弥研究会に参加、研究継続中。 

 

 

 

 

 

 

 



 

ワークショップ 

 

 

ワークショップ① 【オンライン】 

12 月 18 日(土)12:40～14:00（1 回目）   14:10～15:30（2 回目） 

「ダンスを作る頭」を作る～ユーモア発想力を鍛えよう～ 

講師：小笠原大輔氏（湘北短期大学） 

オンラインということもあり、目一杯動くことは難しいと思います。そこで今回は、作品創作を行

う上で必要な「発想力」を磨くゲームを行います。「動きのビンゴ」「ムチャぶりジェスチャー」「動

きのキャッチコピー」といった表現ゲームを、対抗戦やグループ創作などで楽しみます。 

 

＜講師紹介＞ 

  湘北短期大学保育学科准教授。幼少期よりお笑い研究に没頭

し、学生時代にダンス風なことに出会い、頓智の利いたお笑いダ

ンス（＝トンチンポラリー・ダンス）を確立する。在学中にカポ

エィラに出会いブラジルに渡る。高校ダンス部を指導し、AJDF神

戸にて毎年受賞に導いている。長野県茅野市土偶『仮面の女神』

国宝指定記念企画「縄文の踊り」の振付など、教育現場のみなら

ず市民参加型ダンスの普及にも努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ワークショップ② 【対面：附属屋】 

12 月 19 日(日)10:00～11:00（1 回目） 11:10～12:10（2 回目） 

 ダンスによる質感の体現 

講師：水島晃太郎氏 

今回の WSでは身体と動作にフォーカスを当て、ボリュームとスピードの調整、質感のコントロー

ルといった側面から動きにアプローチしてみます。形にこだわらず、動きが持つ質感・ニュアンス・

性質を捉え、そこから身体的な感覚に落とし込んでみましょう。 

 

＜講師紹介＞ 

  1999 年より和田朝子・和田伊通子に師事。国内外のコンペティ

ションにて第 1位など多くの賞を受賞。平山素子、森山開次、中村

しんじ・川野眞子、長塚圭史、白井晃などの作品に出演。その他、

多くの舞踊作品、演劇、映像作品などに出演。筑波大学大学院を修

了し、現在フリーにて活動中。 

 

 

 

ワークショップ③ 【対面：第２体育館】 

12 月 19 日(日)10:00～11:00（1 回目） 11:10～12:10（2 回目） 

新聞紙とビニール袋でダンスを創ろう！？  

講師：須古井京子氏（弥富市立弥富北中学校） 

新聞紙を詰め込んだビニール袋を使って、創作ダンスにチャレンジします。その袋を投げたり、振

り回したりしながら、いろいろな動きを引き出します。袋を手がかりに、何かに見立ててることで、

イメージを広げて創作ダンスを完成させます。 

 

＜講師紹介＞ 

  愛知県の中学校で保健体育科教員として 40年間勤務。愛知県女子

体育連盟の理事として、学校体育におけるダンス教育の充実を目指

す。４年前、東海地区の中学生ダンスコンクールである「東海中学

生ダンスフェスティバル」を立ち上げる。現勤務校で９年前にダン

ス部を創部する。 

 

 



 

ダンス作品発表会 特別プログラム 

12 月 19 日（日）13:30 開演 講堂 ダンス作品発表会内 

 

愛知教育大学附属高等学校ダンス部 

附属高校ダンス部は32名の個性豊かなメンバー

で活動しています。私たちは ADCSMILEという部の

理念のもと、多くの方を笑顔にできるように、作品

創りをはじめ、さまざまな活動に取り組んでいま

す。秋から新体制となり、HIPHOP、バレエ、ブレイ

クに加え、ロック、ジャズ、ワックなど多様なジャ

ンルに挑戦し、教え合いながら技術力の向上を目

指しています。個性豊かだからこそ、ジャンルにと

らわれることなく、私たちならではの作品を創っ

ていきます。 

 

 

 

水島晃太郎 

 1999年より和田朝子・和田伊通子に師事。国内外

のコンペティションにて第 1位など多くの賞を受賞。

平山素子、森山開次、中村しんじ・川野眞子、長塚

圭史、白井晃などの作品に出演。その他、多くの舞

踊作品、演劇、映像作品などに出演。筑波大学大学

院を修了し、現在フリーにて活動中。 

本発表会では新作のソロ作品を上演予定。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ダンス作品発表会 プログラム 
12 月 19 日（日）13:00 開場 13:30 開演  講堂 

 

開会式 

大会会長あいさつ   野田 敦敬（愛知教育大学学長） 

大会副会長あいさつ  神戸 周（日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門代表） 

 

 

 

特別プログラム 

【第 33 回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸 高校創作コンクール部門 準入賞作品】 

しゃっくり交響曲  

静まり返った日常が不意に変化する。いつだって笑いの種は、何気なくて、小さい。 

 愛知教育大学附属高等学校 指導教員：宇佐美仁花 

（平成 28 年度愛知教育大学卒業生） 

石田秀之  池内美琴  小野寺唯  小野原遥香  兼子紗矢香  川上真輝  河野紗里  

近藤百華  榊原みのり 坂田雛里  髙良颯    竹中緋梨   田中莉里花 冨村祐羽奈  

鳴澤もえか 西尾和香菜 早川和花  伴和真    樋口明依   菱田風香  前田琉唯也 

安藤まどか 大野せらぎ 大山瑞月  河内桜々   佐々木優衣  杉浦美優  清水来瞳 

早川夢子  矢野琴菜  山本ひな乃 渡辺日和 

 

使用楽曲 「手拍子のための音楽」「交響曲第７番 イ長調」 

 

 

 

 

 



 

第１部 参加大学授業作品 

 

１．That's All 

踊る、関わる、楽しむ。これまでの学生生活を思い起こしながら、踊ることを楽しみます。 

群馬大学 指導教員：木山慶子 

   青木翔   池田理瑚  樺澤亮介  佐藤優弘  山田有里  

使用楽曲 「Super Ball」「DOBERMAN INFINITY」 

 

 

２．〇 

丸、円、球、輪の動きを使って、授業で学んだことを 1 曲に込めて踊ります！ 

岐阜大学 指導教員：熊谷佳代 

   青山瑞葉  麻生周佑  板倉圭吾  伊藤早里菜  岩垣心  小倉瑞稀  小坪朋夏 

小渕稜央  小堀秀明  笹川弓弦  セーヌ愛玲奈マリー   西啓太   羽柴龍二 

花島育斗  丸山風維  宮下真弥  山口凌司 

使用楽曲 「Dancing Shoes」 

 

 

３．Who are you??? 

突如飛来した得体の知れない生物たち。翻弄される人間に待ち受ける運命とは… 

愛知教育大学 指導教員：成瀬麻美 

   高根悠輔  板倉史弥  伊藤懸  小田菜月  鈴木悠司  水谷妃圭梨  康本慎吾 

川口雄大  吹田幹治  古田愛  原凌太   松尾修史  水越瑠璃 

使用楽曲 「Dixie Outlandish」「Mike Teavee」「アルルの女」 

 

 

４．MIRAI ~光を求めて~ 

人との関わりが絶たれて塞ぎこむ日々。新たな出会いに希望を見出し前へと進んでいく。 

共立女子大学 指導教員：足立美和 

   大塚桃子  岡野晴菜   樺澤英珠   北田実祐  小上馬里奈  高橋あゆみ 花房陽子 

林佳奈   山本佳菜子  志田香桜里  関沢萌   髙橋知優   林沙樹   福原萌 

本間裕衣  松村知世   丸山結里乃  山口明日香 

使用楽曲 「街の喧騒音（Calm sleep music）」「Morning at the」 

 

 

 



 

５．追憶 

また逢いたい人がいる 話したい人がいる 「まだ一緒だね、体と魂が」たまらなく悲しいな 

平成国際大学 指導教員：村田芳子 幅田彩加 

   湯地賀廉 

 

 使用楽曲 「火葬」 

 

 

６．“オワリ”と始まり 強さと憧れ 

戦国武将も恐竜もどちらも強い。あなたは誰に憧れますか…？なんちゃって。 

湘北短期大学 指導教員：小笠原大輔 

麻野愛実  石山響子  市川真菜  菊地汐里  鈴木涼文  田中愛   藤本希優 

増澤里彩  増渕花梨  松井琴音 

使用楽曲 「水の呼吸～干天の慈雨へ-OST Ver.-」「Takeda'」「にんげんっていいな」 

 

 

７．百鬼夜行 

横浜国立大学 指導教員：山﨑朱音 

荒井俊祐  伊藤僚   今中彩乃  ⼤泉匠⽮  ⼤川澪   ⽊村陽菜  国⾒有 

久野⼩太郎 酒井瑠々奈 下⽥英司  鈴⽊響   関澤咲愛  髙橋郁美  髙橋凌 

武政秀   舘川⿓之介 坪井貴司  外⼭陽⼤  中津川亜月 永島彩柚⼦ 新津貫太 

⻄川琳菜  林美結   古⾒葵   三宅陽⼤  若⾊史⾏  渡辺⿓之介 轟⽊⼤乃 

使用楽曲 「Rak-The Abyss」「鬼太郎登場」「空狐」「華志の舞」 

 

 

特別プログラム  

繭  

繭の中にある蛹のさらにその中では 

どろどろに溶けた身体が変態している 

水島晃太郎  

使用楽曲 「K'in Sventa Ch'ul Me'tik Kwadulupe」 

 

 

―休憩（15 分）― 



 

第２部 参加大学クラブ作品 

１．wander -音の世界に漂う- 

   音から動き、動きから音が創られるような世界観をイメージしました。 

岐阜大学 指導教員：熊谷佳代 

   入山夏実  加藤由利子  波多野恵  福田悠奈  山脇彩佳  大西里穂  平野小春 

小倉瑞稀  堀口真衣 

使用楽曲 「Easy On Me,Adele」「ili,Troyboi 」「Horny,Mousse T  Scott Diaz」 

 

 

２．2045 ～Singularity～ 

進化し続ける AI は人類に多大な利益をもたらした。そして 2045 年……。 

東京成徳大学 指導教員：羽岡佳子 

清田悠祐  佐藤加菜  豊田大輝  新田一洋  庄司実生  南あかり  諸橋歩花 

   吉本淑麗  菊池宙   袴田若菜 

使用楽曲 「志摩一未」「No.118518 映画音楽、荘厳重厚、映像向け-19」 

 

 

３．（無）秩序 

歪み、崩壊…再構築 

千葉大学 指導教員：七澤朱音 

   西川ことね  菅原七恵  萩原凛  吉住実優  木村英莉  力丸守  若杉暖 

使用楽曲 「Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante」 

 

 

４．掬う 

見失った本当の私を。無意識に押し込めた私の気持ちを。 

静岡大学 指導教員：屋代澪 

   天野夢香  大橋しほ  鍋田紗妃   山口瑠菜  𠮷川麻紘  大村歌林  中村優月  

石田なつほ 尾崎琴海  北原奈那美  村松晴奈 

使用楽曲 「Exection」「airport」 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．抗う波 

波に抗い、立つ。世間の流れに逆らい私は自身を証明する。 

横浜国立大学 指導教員：山﨑朱音 

   今中彩乃  大川澪  酒井瑠々奈  関澤咲愛  外山陽大  佐々木章晃 

使用楽曲 「Rader(Michael Mayer Remix)」 

 

 

６．人狼 

人間に化けた狼の存在に人々は翻弄され、疑心暗鬼になり、様々なものが崩壊していく。 

岡山大学 指導教員：酒向治子 

高井大輔  宮川世名   伊藤萌々子   柏木咲紀   三好愛唯   霜村桂太   森本梓帆 

辻 直子 

使用楽曲 「Mad in Sadness」「Believer」 

 

 

７．夕日が青く見えた日 

それぞれの心でそのものを映す。自由な感性で見たものは絶対的に美しいのだから。 

武庫川女子大学 指導教員：村越直子 

   高木花颯  藤原碧  牧之瀬詩  大下実華  木下瑚結  大田菜乃望  田村音衣 

使用楽曲 「Here the Heart Fills」「Metamorphosis Two」 

 

 

８．地の呻り 

我々の土地は発展の犠牲と化したー「同じ地球
ほ し

に生きる者よ、なぜ未来を奪うのだ！」 

埼玉大学 指導教員：細川江利子 

新野陽菜  松田智裕  吉田ほのか  脇坂夢希実  青堀萌   岡本妃織  山内美羽 

   小林鈴奈  砂道優花  高見飛凪 

使用楽曲 「The Host of Seraphim」「戦いの太鼓」 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９．忘レナイ・・・ 

開かれる大きな口。人間の力を超えた得体の知れない脅威を前に、今私達は…。 

平成国際大学 指導教員：村田芳子 幅田彩加 

   金子翔翼  湯地賀廉  吉田裕貴  川嶋夏海  谷口凱星  成田真由子 前田安里 

   目﨑ひかる 安居夏瑞  佐藤大斗  原啓人   渡邉悠雅 

使用楽曲 「Love is the DEVIL」「COUCH SET UP canves」 

「事件 ASA-CHANG &巡礼」 

 

 

１０．SWALLOW 

味わうことなく体内に入れていく 今、私に何が起こっている？ 

筑波大学 指導教員：寺山由美 

   井上香織  小野琴子  垣花莉穂  清水朱夏  福永将也  安永ひより 赤星菜穂 

   遠藤友咲  風間宥利  小松﨑結友 阪本佳奈  高橋くりん 馬場響   松村茉央 

   三木麻衣  村越千紘  淺賀すず  石井知里  太田陽   小林果愛  林葉奈 

   宮澤ひかる 村山日和 

使用楽曲 「Sequence(Four)」 

 

 

１１．ankh jet －「死者の書」にみる魂の在処－ 

魂が肉体と離れてなお、羽
カタチ

を変えてそばに居たい。 

愛知教育大学 指導教員：成瀬 麻美 

   高根悠輔  上地佑奈  小田菜月  片部恵麻  牧野朱夏  水越瑠璃  加藤沙菜 

   朝倉綾子  窪津遥花  田中晴   本田深藍  森結加 

使用楽曲 「雨の匂い（ペトリコール）」 

 

 

閉会式 

エンディング 

 

大会実行委員長あいさつ    成瀬 麻美（愛知教育大学） 



 

 

全国創作舞踊研究発表会主管大学一覧 
 

第１回(1953)東京学芸大学 

第２回(1954)埼玉大学 

第３回(1955)東京学芸大学 

第４回(1956)東京学芸大学 

第５回(1957)東京学芸大学 

第６回(1958)東京学芸大学 

第７回(1959)横浜国立大学 

第８回(1960)東京学芸大学 

第９回(1961)埼玉大学 

第 10回(1962)群馬大学 

策 11回(1963)千葉大学 

第 12回(1964)茨城大学 

第 13回(1965)東京学芸大学 

第 14回(1966)横浜国立大学 

第 15回(1967)山梨大学 

第 16回(1968)東京学芸大学 

第 17回(1969)茨城大学 

第 18回(1970)信州大学 

第 19回(1971)東京学芸大学 

第 20回(1972)東京学芸大学 

第 21回(1973)埼玉大学 

第 22回(1974)横浜国立大学・埼玉大学 

第 23回(1975)東京学芸大学 

第 24回(1976)山梨大学 

第 25回(1977)横浜国立大学 

第 26回(1978)千葉大学 

第 27回(1979)茨城大学 

第 28回(1980)埼玉大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回(1981)群馬大学 

第２回(1982)東京学芸大学 

第３回(1983)東京学芸大学 

第４回(1984)広島大学  

第５回(1985)山梨大学 

第６回(1986)岩手大学 

第７回(1987)横浜国立大学 

第８回(1988)千葉大学 

第９回(1989)茨城大学 

第 10回(1990)宇都宮大学 

第 11回(1991)岡山大学 

第 12回(1992)群馬大学 

第 13回(1993)埼玉大学 

第 14回(1994)東京学芸大学 

第 15回(1995)鳴門教育 

第 16回(1996)横浜国立大学 

第 17回(1997)山梨大学 

第 18回(1998)大分大学 

第 19回(1999)鳥取大学 

第 20回(2000)茨城大学 

第 21回(2001)宇都宮大学 

第 22回(2002)広島大学 

第 23回(2003)筑波大学 

第 24回(2004)島根大学 

第 25回(2005)東京学芸大学 

第 26回(2006)東京 

第 27回(2007)鳥取大学 

第 28回(2008)福島大学 

第 29回(2009)横浜国立大学 

第 30回(2010)山梨大学 

第 31回(2011)大分大学 

第 32回(2012)群馬大学 

第 33回(2013)鳥取大学 

第 34回(2014)筑波大学 

第 35回(2015)静岡大学 

第 36回(2016)岐阜大学 

第 37回(2017)宇都宮大学 

第 38回(2018)埼玉大学 

第 39回(2019)岡山大学 

第 40回(2020)オンライン 

第 41回(2021)愛知教育大学 

 

来年度予定 

第 42回(2022)千葉大学  

 

  



 

 

大会役員 
大会会長  野田敦敬  愛知教育大学学長 

大会副会長 神戸周   日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門代表 

大会副会長 細川江利子 日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門舞踊研究会会長 

実行委員長 成瀬麻美    愛知教育大学 

実行委員  舞踊研究会理事 

木山慶子（群馬大学） 熊谷佳代（岐阜大学） 廣兼志保（島根大学） 

愛知教育大学教育学部保健体育講座教員 

鈴木英樹 森勇示  三原幹生 石川恭 上原三十三 頼住一昭 寺本圭輔  

鈴木一成 山下純平 縄田亮太 

学生実行委員 

代表 小田菜月 

愛知教育大学ダンス部 

高根悠輔 上地佑奈 片部恵麻 牧野朱夏 水越瑠璃 相羽若菜 加藤沙菜 

朝倉綾子 窪津遥花 田中晴  本田深藍 森結加 

       愛知教育大学教員養成課程・保健体育選修・専攻 成瀬研究室 

板倉史弥 伊藤懸  鈴木悠司 水谷妃圭梨 康本慎吾 川口雄大 

吹田幹治 古田愛  原凌太  松尾修史   

後援    愛知県教育委員会 刈谷市教育委員会 

助成    令和3年度 学長裁量経費「教職実践力向上重点研究費」 

協力    子どもキャンパスプロジェクト 

 

照明      福井孝子 

舞台監督    宇佐美仁花 

音響      板倉史也 吹田幹治 

ビデオ     山田定臣（＋Bright） 

アナウンス   浅野友花 

写真      柴田季更 康本慎吾  

スタッフ・受付 愛知教育大学ダンス部   愛知教育大学成瀬研究室 

岩瀬佳歩 桝田紗菜 山田桃   春田沙映 西田淳史 林彩之介 岩田悠太郎 

大岩桃佳 竹内俊介 根北のどか 樋口史也 多田純也 松宮晏示 原田大吾 

加藤綾萌 

チラシ・プログラム表紙デザイン 酒井加奈子（愛知教育大学職員） 

 

 大会事務局 

〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 

愛知教育大学 成瀬麻美 

TEL：0566-26-2454  E-mail：mnaruse@auecc.aichi-edu.ac.jp 


