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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 

 

再考するスポーツ・運動，そして舞踊の価値 

 

木山慶子（群馬大学） 

 

スポーツは，世界共通の人類の文化である（スポーツ基本法，2011）．スポーツ
や運動は人々に誇りと喜び，夢と感動，勇気，楽しさを提供できるものであり，

心身の健康や経済社会の活性化・課題解決に寄与する多様な価値を有するもので

ある．しかしながら，今我々は，このスポーツ観を大きく揺るがす困難に直面し

ている． 
コロナ禍以前は，当然のようにスポーツや運動が人生の質を豊かにするもので

あり，人間にとって必要なものとして生活の中に位置づけられてきた．それがコ

ロナ禍により，スポーツや運動を取り巻く環境は一変した．様々な活動が中止さ

れたり，延期されたり，制限された．不要不急という言葉の頻出は，スポーツや

運動の優先順位を下げていったように思う．それでも，人々の多くは，スポーツ

や運動を「したい」「みたい」「支えたい」などの気持ちをもち，With コロナにあ
って，スポーツや運動にどうすれば参加できるかを模索したり，感染対策を講じ

たうえで様々な工夫をしながら，実践したりしている．一方で，SNS 等で手軽に
気軽にスポーツ映像を観ることができるようになったり，世界中の人々とリモー

トでつながりスポーツに関わる実践をしたりと，新たなスポーツや運動の楽しみ

方もさらに広がった．さらに，オリンピックやパラリンピックの開催は，日本の

みならず世界がスポーツとは何かを考える契機となった． 
このようなスポーツや運動を取り巻く環境の急激な変化とスポーツや運動に対

する人々の恒久的希求を観ながら，やはり，スポーツや運動の持つ多様な価値は

不変であり，普遍でもあると感じる．  
服部（2022）は，スポーツを仕事として競技として捉え，地域とのかかわりは

欠かせない，スポーツで地域に新たな価値を届けたい，とする．そして，スポー

ツは，生きていくうえで「絶対に必要」ではないもの，でも，あったらとてもい

いものであるという． 
田中（2022）は，運動・スポーツをスポーツ哲学から捉え，体育における他者

や身体を介した他者とのかかわりの重要性について言及した．「ものの見え方」が

多様であるように「身体の見方」（身体観）も多様である．しかし，身体とのかか

わりが減少する（身体とのかかわりの貧困化）と「身体観の貧困化」が生じてし

まい，身体の見方は多様でなくなる．よって，身体観が多様になるためには，体

育における身体とのかかわりが欠かせない，という． 
大谷（2022）は，車椅子ソフトボール選手として，車椅子ソフトボールの魅力

を，べースボール型競技の面白さや醍醐味に加え，ユニバーサル・インクルーシ

ブなスポーツであるという．そして，パラ種目，子どもたちの夢や希望，生涯ス

ポーツ，共生社会といった無限の可能性をもつ，と述べた． 
北浦（2022）は，小学校教師として，体育の授業において子どもたちに身につ

けさせたいことは「運動やスポーツの楽しさ・喜びの実感」であり，それは，誰

もが，特性に応じ，多様にかかわることであるという．体育の授業で，ICT を活
用し戦略を考えたり，ゲーム大会を運営したりすることを通して、生涯にわたる

豊かなスポーツライフの実現を目指す基礎が培われる，それが，体育の役割だと

もいう． 
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まさに，多様である．多様であってよい，多様であるべきだ，と思う． 
では，舞踊やダンスの価値とは，についてはどう考えるか． 
学習指導要領におけるダンスの特性は，表現系ダンスが「イメージをとらえた

り深めたりして表現する」，リズム系ダンスが「リズムの特徴をとらえてリズムに

乗って全身で踊る」，フォークダンスが「伝承されてきた踊りを踊って交流する」

であるとしている．また，この 3 つのダンスの教育的価値を「文化の創造」，「人
間に内在する根源的な律動（リズム）の生成」，「文化の伝承」と説明している

（文部科学省，2013）．これらを踏まえ，学習内容が設定され，体育授業が展開さ
れている．よって，子どもたちは，ダンスを文化の創造，リズムの生成，文化の

伝承の対象として学んでいることになる． 
樋口（1996）は，舞踊は異文化経験を促すものだという．舞踊は，ダイレクト

に身体そのものテーマ化する．舞踊作品においてわれわれは，これまで経験した

ことのない異文化としての新たな身体の姿に遭遇する．さらに，踊る主体の経

験．これもまたわれわれを経験の異文化へと開くものである，としている． 
遡って，邦（1973）は，舞踊の本質は人間にあり，人間の身体運動にある，と

いう．舞踊においては，身体と心を切り離しては考えられず，舞踊における身体

は，心が一緒になった人間という意味での身体である．さらに，その身体は生理

学上の身体そのものではなく，身体の持っている機能のことである．この機能と

は，身体が備えている表現力も含めての身体の運動機能のことである．よって，

舞踊の本質は運動にあり，その運動はいわゆる空気や物体の運動ではなく，人間

の運動であり，その運動によってなされた空間形成が舞踊である，としている． 
今，に目を向けると，ブレイクダンス（ブレイキン）が，2024 年パリのオリンピ

ック種目に採用された．その理由は，若年層に人気の高い都市型スポーツを多く盛

り込むことで，若者のスポーツ離れに歯止めをかけるため（東京新聞，2020），とさ
れるが，関連業界は熱い． 

2021 年 1 月に開幕したプロダンスリーグ「D.LEAGUE」（D リーグ）を運営す
る神田は，「ダンスは道具がいらないし，言葉もいらない．世界的なコンテンツに

なり得る．実際，ダンサー同士も SNS で簡単につながっている．世界のいろいろ
な人とつながることができるのがダンスなんです」という（松原，2021）． 
これら舞踊（ダンス）の価値も，スポーツや運動と同様に多様である．一人ひ

とりに，それぞれの価値があると思われる．人生 100 年，と言われて驚かなくな
った．これからの長い人生，ライフステージによってその価値は変容するのだろ

う．その都度，考えてもよい．あなたにとって，舞踊やダンスはどのようなもの

ですか，と． 
 
【文献等】 
・服部順一，田中愛，大谷颯，北浦佑基（2022）「再考するスポーツ・運動の価
値」，令和 3 年度群馬大学地域貢献シンポジウム  
・文部科学省（2011）スポーツ基本法  
・文部科学省（2013）学校体育実技資料第 9 集表現運動系及びダンス指導の手引  
・樋口聡（1996）美学における感情・身体・共同体，第 46 回美学会全国大会にお
けるワークショップの論集，東京大学美学芸術学研究室，235-241． 
・邦正美（1973）舞踊の美学，冨山房． 
・東京新聞（2020）https://www.tokyo-np.co.jp/article/76863 
・松原孝臣（2021）ブレイキンが五輪競技に採用「ダンスはスポーツですか？」
国内プロリーグの神田勘太朗代表に聞いてみた，Number web，
https://number.bunshun.jp/articles/-/846925 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/76863
https://number.bunshun.jp/articles/-/846925
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実践ノート 

ダンス教材づくり：ディスタンス・ダンス「いろはにほへと」の実践 

 

熊谷佳代（岐阜大学） 

 

Ⅰ．はじめに  

2020 年より新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から，人が密集することや身体接触は避け

なければならず，フィジカルディスタンスを保っ

た状態での授業が模索された。休み時間や放課後

についても同様である。3つの密（密集，密接，密

閉）を伴う活動は行わないように制限された。 

人とのかかわりが遠ざけられ，人とのつながり

が希薄に感じられてしまうようなこの状況を長期

間続けることは，子どもの成長にとって望ましく

ない。山極（2020）は，「人間は互いに違うという

ことを前提に，違うからこそお互い協力し，異な

る能力を合わせながら，一人一人の力ではなし得

ないことを実現してきた。そのために，人間は他

者とのつながりを拡大するように進化してきた。」

と，他者とのつながりの重要さについて述べてい

る。子どもたちは日常の遊びや学校生活において，

多様な他者とかかわり，時には身体に触れながら，

そのやりとりのなかで多くのことを学んで成長す

る。自分とは違う考え方や言動に触れ，揉まれ，

その中で折り合いをつけて，自分（達）にとって

の最適を見つけていくことが大切だと考える。 

 昨年度，コロナ禍では 3つの密を避け，身体接

触が全く許されない状況にあり，筆者自身のダン

ス授業カリキュラムや教員研修の内容を変更しな

ければならなかった。これまで当たり前に扱って

きた身体接触や密接な距離での活動を伴うダンス

教材（熊谷，2009，2019）を実践することが難し

くなった。そこで，身体的距離を保ちながら感じ

合って動けるような，新しいダンス教材を考案す

ることとした。 

 本研究では，ダンス教材をつくる過程を示し，

それを通して，筆者のダンス教材観を改めて考察

する。はじめに，現段階の，最終的にまとまった

ダンス教材を示す。次に，作成過程で生じた課題，

すなわちうまくいかなかったと感じた点について

考察し，課題をどのように修正したか，受講生の

反応と併せて述べる。最後に筆者のダンス教材に

対する考え方（教材観）を示すこととする。 

  

Ⅱ．コロナ禍ゆえに考案したダンス教材：ディス

タンス・ダンス「いろはにほへと」 

 「いろはにほへと」とは，伝承遊びの名称であ

り，地域によっては，「いろはにこんぺいとう」「障

子破り」などとも呼ばれる。基本的に身体的距離

を保った活動であり，筆者自身も幼い時に遊んだ

記憶がある。 

ステイホームの期間中に，対面授業が再開した

時には人とのつながりを補う活動が必要だと考え，

身体接触を伴わない子どもの遊びからダンスの動

きが生まれそうなものを探した。その時に「いろ

はにほへと」が候補となった。「いろはにほへと」

の遊び方は以下に示す。  

コロナ禍の遊びとして，他にも，公益財団法人

日本スポーツ協会が「ソーシャルディスタンス遊

び」をホームページ上で公開している（佐藤，2020）。 

 

【いろはにほへとの遊び方】 

・3ｍくらいのゴムひもを 2本準備。「持ち役」を

2人決め，2人は両手でゴムひもを持ってそれがピ

ーンと張るまで離れる。 

・残りの「跳び役」の人はゴムひもに背中を向け

て立つ。 

・「持ち役」は「い・ろ・は・に・ほ・へ・と（い

ろはにこんぺいとう〜）♪」と歌いながら，ゴム

ひもを上げたり下げたり交差させる。そして「う

えか？したか？まんなかか〜？ハイッ♪」または，

「くぐるか，跳ぶか，障子破りか？」と歌い終わ

るのと同時にゴムひもの動きを止める。 

・「跳び役」は「上，下，真ん中（くぐる，跳ぶ，

障子破り）」のどれか１つを言った後に振り返る。 

上（跳ぶ）と言った人は，2本のゴムひもの上を跳

び越え，下（くぐる）と言った人は，2本のゴムひ

もの下をくぐる。真ん中（障子破り）と言った人
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は，ゴムひもとゴムひもの間を通り抜ける。ゴム

ひもに触れたら，その人は「持ち役」と交代する。 

・どうしてもゴムひもの上，下，真ん中を通れな

いときは，小指 1本を使ってゴムひもを下げたり

持ち上げたりできる特別ルールを設ける 。 

・全員が「とび役」を行うよう交代する。 

 

表 1 ディスタンス・ダンス「いろはにほへと」 

 

【授業のねらい】 

遊びから動きを発見し，仲間と共にディスタ

ンスを保ちながら，感じ合って，自分達のイメ

ージで踊ることができる。 

 

【授業の流れ】 

 以下の流れは，大学生や教員を対象とした 1

コマ（90分）を想定した完結型授業である。対

象者の学年や学習度に応じて、例えば、小学中

学年なら④まで、小学高学年～中学の初歩的段

階は⑧まで、それ以降の学年は、選曲と発表ま

で行うなど、段階的に実践することが可能であ

ると考える。しかし，本教材の対象者の広がり

に関しては今後の課題としたい。 

■導入 

A:マーカーパッドを使って準備運動 

① その場で（4人） 

マーカーパッド（目印になる物）を２ｍ間隔

で４角形に置き，その上に立ち，全員が中を向

いて（円のようになって）体操する。リーダー

は，1回ずつ交代。1人 3回程度行う。 

 

② 移動の動き 

リーダーは，今立っているマーカーパッドか

ら隣のマーカーパッドに移動する動きを提示。

他のメンバーは，瞬時に出来る限り忠実に模倣

しながら移動する。リーダーは移動の仕方を工

夫する。横に，後に，転がる，跳ぶなど，スピ

ードや高さ，向きを変えながら 1辺ごと動きを

変化させる。１周したらリーダー交代。 

B:ゴムひもを使って 

③「いろはにほへと（障子破り）」伝承遊び 

・2本のゴムが作り出す空間（上か下か真ん中

か）を通る。 

・往復するが，戻ってくる時は動きに条件を付

加する。例えば，さっきの動きのスピードを変

えて（スローモーションあるいは速く）行う，

違う部位から動き始める，あえて難しい動きや

日頃行わない動き（回転したり，転がったり，

匍匐前進したり）に挑戦する。 

・「持ち役」の動きも，腕を交差させたり，高さを

変えたり，足を使ったりして工夫する。 

・「とび役」の動きと「持ち役」の動きに注目し

流れ 学習活動 指導の支援・留意点など 

導入 A:マーカーパッド（目印）を使って，準備運動 

① その場で準備運動（4人） 

② 移動の動きで 

B:ゴムひもを使って 

③「いろはにほへと（障子破り）」伝承遊び 

・アイスブレイク 

・活動の量の確保 

・身体的距離の確認 

・本時の運動感覚や運動構成要素を

扱う 

展開 ④マーカーパッド（目印）の位置に戻り，②の要領

で，③で行った動きをする 

⑤意見交流。動いてみて，どんな感じがするか？  

⑥イメージやテーマを決める 

⑦今日の流れ（ひとまとまりの動き）を理解する 

⑧動きの工夫・修正，練習 

⑨選曲する 

・動きの意識化 

・動きの質感を高める 

・シンプルな流れを提示 

・工夫の視点を提示 

・DKWの確認 

・曲想が違う曲をいくつか準備 

ま と め

（終末） 

⑩見せ合う 

⑪振り返り 

・動きから何を感じるか 
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て，どんな動きをしているか注意深く観察して

おく。後の活動で使うから覚えておくよう声を

かける。 

・「持ち役」を交代しながら何度か繰り返す。 

■展開  

④マーカーパッドの位置に戻り，③で行った動

きを上記②の要領で行う。 

仲間や自分が行った「持ち役」のゴムを操作す

る動き（止まる・ポーズ）と「とび役」の通り抜

ける動き（くぐる，跳ぶ，障子破り）の移動の動

きから，面白い動き，気に入った動きを各々が選

んで提示し，動きを真似し合う。マーカーパッド

から次のマーカーパッドまでは，「跳び役」の動き，

マーカーパッド上では「持ち役」のポーズを行う。

DKWである静と動（緩急）と高さについて確認し，

動きを明確にする。（DKW：ダンスキーワードとは，

本時学ばせたい内容を示す。）ここでの動きが，自

分たちのダンスの動きになることを伝える。この

段階ですでに動きのイメージがある場合は，その

イメージで動くことを提案する。 

⑤交流する 

動いてみて，どんな感じがしたか交流する。 

「○○の感じがした」「○○が○○しているみた

い」「○○が表現できそう」など動いてみてどう

感じたか，どんな質感で動いたのか，その動き

からどのようなイメージを抱いたのかなどを意

見交流する。そして，この後，それらの動きか

らどんなことが表現できそうか話し合う。 

⑥イメージやテーマを決める 

イメージやテーマが決まれば，選んだ動きを

中心に，イメージに相応しい動きにするために

時間（緩急），空間（高・中・低）の視点から工

夫し，変化させる。動きの候補は 3～4つあると

良い。この動きが今日の流れ（ひとまとまりの

動き）のなかのシーンの動きとなる。 

 テーマの例としては，動物，鳥の群れ，スポ

ーツ，探検，逃亡，障害物走，戦隊ヒーロー，

忍者，海の中の生き物，天気…などがある。 

イメージやテーマが決まらないグループに

は，教師がサポートする。「どんな動きが面白か

ったと思う？」「どんな意見が出たかな？」「○

○みたいに見えたよ～」とアドバイスする。特

に，一つのイメージに決める必要はなく，気に

入った動きを中心に動いてみる。 

隊形は四角形でなくて良い。マーカーパッド

上を動く必要はなく場所を移動しても良い。た

だし，接触はしない。 

⑦今日の流れ（ひとまとまりの動き）はじめー

なかーおわりを提示（全体で 1分半～2分くら

い） 

はじめ：動いて（走って），止まる（ポーズ） 

どこから，どこへ？ 速さは？ 方向は？ ど

の高さ？ 誰から止まる？ 一斉に？ 

なか：4人のダンス 

4 人の位置関係は？ どう動き始める？ 一斉？ 

どこへ動く？ どのくらいの間隔？ 速さは？ 

おわり：自由発想 

どう終わる？ 集まる？ 散在？ 一斉に終わ

る？  

⑧今日の DKWを意識して，修正し，練習する。 

⑨選曲する。指導者はいくつかの候補曲を準備

しておく。そのなかから自分たちのダンスに合

いそうな曲を選曲する。もちろん，無音でも良

い。 

■まとめ（終末） 

⑩1グループずつ見せ合う。タイトルコールして

から発表。見終わった後，タイトルを答え合わ

せするように確認しても良い。  

⑪交流・振り返り 

 

Ⅲ．ダンス教材づくりの過程 

 本研究のダンス教材は昨年（2020年）度コロナ

禍で考案したものであり，はじめての試行は，ダ

ンスを専門とする教員と学生，計 4名を対象に 8

月に行った（実践 1）。その後，自身の大学や他大

学のダンス授業において実践し（実践 2），2020年

12月に開催された第 40回全国創作舞踊研究発表

会（オンライン大会）において授業作品として発

表した。さらに，今年度は修正を加え，教員対象

のダンス実技指導者講習会において実践を試み

た（実践 3）。学生や教員の受講中の反応や受講後

の感想を参考に改変を重ねている。 

 以下，実践から生じた課題とそれに対する考察，

そして，次の実践に向けての修正点について述べ

る。 

１． 

５ 
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１．実践 1について 

日時：2020年 8月  

対象：ダンスを専門とする教員と学生，計 4名 

［課題］ 

導入部分の③「いろはにほへと」の遊びがある

程度進行した時に，講師である筆者は「何かイメ

ージを持ちながら動いてみましょう。」と言葉を

かけた。そのとたん，受講生の動きが滞ったのを

感じた。後で確認すると，「楽しく遊んでいたのに，

急にダンスに舵を取られた感じがして戸惑った。」

ということであった。物があることで，身体が反

応し，気軽に動きを探求することができる。どん

な動きができそうか？動きの可能性を追求して

いた最中に，急に講師から動きのイメージを求め

られ，意識の対象が変更させられることよる混乱

があった。 

［考察］ 

遊びの中では，自然と身体が反応してしまって

いる状況をつくり，動きを追求させた方が良いと

考える。その後の活動について，遊びの中で見つ

けた動き（お気に入りの動き）について，イメー

ジで縛らず，一人一人の動きを確認したら，繋げ

て動いていく。動きながら湧き上がってくる質感

や動きたい質感，動きのリズム，空間の使い方な

どを意識し決定し，あるイメージが浮かんだら，

それに従って動いてみる。そして，タイトルを付

けることができそうならタイトルを決めること

とした。この時のダンスタイトルは「Reborn」で

あった。 

動いていくなかで，自分が何をしているのか？

身体はどう動いているのか？どう振る舞ってい

るのか？それらを意識しながら，何か沸き上がっ

てきたらそれに従って動いてみる。それは「ダン

スを創るという活動ではなく，生まれてくるとい

う感覚であった。」と受講者は振り返った。ダンス

経験者であったから，そのようなダンス創作の過

程が成り立ったが，ダンス経験が少ない受講生に

とっては，難しいのではないかとの指摘を受けた。 

 

２．実践 2について 

期間：2020年後学期 

対象：大学生（専門科目：ダンス）計 42名 

実践１を踏まえ，2 つの大学の授業では，以下

の点を修正した。 

［修正］ 

導入部分③「いろはにほへと」の遊びのなかで

は，動きのイメージについては触れない。多様な

動きを引き出せるよう条件を加えながら動きを

探求することを求めた。それは，スピードを変え

たり，違う部位から動き始めたり，簡単な方法で

動くのではなくあえて難しい動きに挑戦するな

どである。空間，時間，力，身体部位などの運動

構成要素について意識させることとした。 

［課題１］ 

展開部分④において，導入③の遊びのなかで自

分が見つけた動き，仲間がしていた動きのなかか

ら気に入った動きを選ぶように求めたが，遊びに

夢中になりすぎて動きをはっきり覚えていなか

った。さらに，何を選んでよいのか自信がなさそ

うであった。 

［修正］ 

③で行った動きや見つけた動きはあとで使う

から，お互い観察して覚えておくよう声をかける

こと。また，学生の良い動き，つまり，挑戦して

いる動きやダンスの動きに発展しそうな動きに

対して，称賛の声をかけるなど，引き出したい動

きのイメージを教師はあらかじめ持って，丁寧に

指導すること。 

［課題２］ 

⑤では，動いてみてどんな感じがするか？ど

んな感じがしたか？問いかけるが，ダンス経験

が少ない場合，自分の動きの感じを言葉にする

ことが苦手だったり，困難さを抱えたりする学

生が多い。 

［考察］ 

この教材においては，③～⑤の活動が重要な

場面であると考える。遊びから見つけた動きが

ダンスの動きに変わっていく段階である。動き

を意識すること。自分がしている動きを自覚す

る。これが重要だと考える。見つけた動きの大

きさや速度，高さを強調しながらやってみる。

例えば，大げさに大きく動いたり，ゆっくりあ

るいは速く動きたり，極端に高さを低くした

り，様々な工夫が動きの質感を高め，そこにダ

ンスの動きの芽が生まれることが期待できる。

教師はそれを見逃さないよう意識を集中する。

6 
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学生の動きに集中し，遊びの動きがダンスの動

きに変わる瞬間を感じ取ったら，常に声に出し

て伝えておくことが大切となる。例えば，「〇〇

みたいだね！」「地面を這いつくばっている感じ

が素敵！」「そのポーズカッコいいね。ヒーロー

か忍者みたい！」「やわらかい動きで流れている

感じがするねー」「緊張感が伝わってくるよ！」

など生徒がしている動きを言葉に置きかえる。

動きが曖昧な時には「何をしているのかな？」

「どんな感じで動いてる？」「その動きの感じは

何だろうね～」「思い切って○○やってごら

ん！」と声をかける。そうすることで，生徒は

自分の動きを自覚するようになる。そしてさら

に意識して動こうとする。そうなると，動きの

質感がはっきり見えてきて，それはもう遊びの

動きではなくダンスの動きになっていると捉え

ることができる。 

日常の動きとダンスの動きの違いについて，

尼ケ崎は，「自分の身体の動きそのものを意識し

なければならない。実はこれこそが舞踊の身体

の始まりである。」と述べている（尼ケ崎ら，

1996）。日常の動きからダンスの動きが生まれる 

ために必要なことは，身体の動きそのものを意

識して，学習者がそれを意識的にコントロール

できるようにすることであると考える。そのた

めに教師は，学習者の身体・動き・心に注意を

払って働きかけなければならない。 

以上が大学の実践から生じた課題と修正点，

考察である。 

学生が創ったダンスのタイトルは，「冒険」

「僕たちのヒーロー」「朝稽古」「海の中の生き

物」であった。 

 

３．実践 3について 

期間：2021年夏季 

対象：岐阜県，愛知県，島根県の教員 約 200名 

学生を対象とした授業実践の課題を踏まえ，今

年度（2021）はダンス実技指導者講習会参加の教

員を対象に実践を試みた。ダンス経験が豊富な教

員とそうでない教員，様々であったが，バラエテ

ィーに富んだダンスが生まれた。 

教員が創ったダンスのタイトルは，「天気」「忍

者」「鳥の成長」「カニパニック」「オリンピック」

「スポーツ」「逃亡」・・・ 

なお，この講習会では本教材の他に，筆者考案

の「ジャンケン deダンス」も行った。 

 以下，寄せられた教員の感想の一部を紹介する。 

 

・表現は，テーマを決めてそれから思いつくもので動きづ

くりをするというパターンしかやっていなかった。遊び

から動きを見つけて，それが何に見えるのかという流れ

を知ることができた。 

・ゴム跳び遊びからの動き作り，テーマ決め，ストーリー

作り，音楽選び，一連の流れでそのまま授業してみたい

と思った。 

・ゴム跳びの動きから表現の動きにつなげることができる

んだと新しい発見だった。 

・子どもたちの思考の柔らかさで，動きを考え付くと思う

が，やはり教師側がイメージを持っておくことが大事。

DKWを示していかなければと感じた。 

・「誰でもできることからスタートする」って，本当にそう

だなあと思った。 

・子どもはなかなか動けず，良いアプローチの仕方があれ

ばと思っていたので，誰でもできる動きからヒントを得

るというやり方を知って，早速実践してみようと思った。 

＊筆者が下線を付した 

  

これらから，教員は，ダンスの動きは誰でも

できる遊びの動きからも生まれることに気づ

き，動きづくりから発表までの一連の流れを体

験することで，指導のヒントを得たようだ。そ

して，実践してみたいと思うなど積極的な姿勢

を形成したことが伺える。 

 

Ⅳ．筆者のダンス教材観 

 本研究会において，過去に指導法ワークショッ

プを行う機会に恵まれた(2009，2019)。それらの

経験が筆者のダンス教材観の形成に影響を及ぼ

し，現在につながっている。最後に，コロナ禍に

取り組んだダンス教材づくりと実践を通して，ダ

ンス教材を考える際に筆者が大事にしているこ

とや気を付けていることについて整理すること

で，これまで試みてきたダンス教材づくりの根底

にある，筆者のダンス教材観を明らかにして，稿

を閉じたい。 

  

７ 
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１ 全員ができそうな動き，あるいは誰もが知っ

ている動きであること。 

平等性と公平性の確保になると考える。ダンス

経験の差，身体能力の差を埋めることになる。 

“いま”の自分から始める。 

２ 遊び感覚で身構えることなく取り組める活

動（即興的な活動）があること。 

 思考が先にあるのではなく，動きと思考が同時

に生まれるような活動には新鮮さとその人らし

さが宿る。また，思いもよらないような動きが生

まれることがある。“いま，ここ”から始める。 

３ 教師の動きや仲間の動きを真似るところか

ら始め，次第に自分の動きを考える（表現する）

こと。 

 真似ることから学びは始まる。自分とは違う動

きを教師や仲間から自分の中に取り入れたり，仲

間に提案したり，真似し合うことから始める。は

じめからオリジナリティーを求めない。 

４ 受動と能動。相互作用があること。 

受動的に感じることと能動的に動くことを同

時に行う。仲間とかかわることで動きが生まれる

ことを体験する。一人で頑張らなくてもよい。一

人で出来ないことでも仲間と協力したらできる

（協力しないとできない）ような，かかわりを促

す（仕組む）。 

５ 身体の動きを意識的にコントロールするこ

と。 

 状況に応じて自動的に動いたり，受け身で動い

たりするだけではなく，自分の身体がどう動いて

いるのか？（どう振舞っていたのか），身体に何が

生じたのか？身体で何ができそうか？に注意を

向ける。そして，自身が何に気を付けて，どう動

きたいのか，動きに対して意識を集中させる。そ

して，自分は何をしたいのか，何をすべきか自己

決定する。 

 

Ⅴ．おわりに 

筆者は過去に，「何かについてのダンス」や頭の

なかだけで組み立てられたような観念的なダン

スを目にしたことが何度かある。それらのダンス

は，誰が踊ってもそう大差はなく，その人らしさ

は消されてしまっていると感じ，その噓っぽさが

見えてしまい辛くなることがあった。それは筆者

自身が過去にそのような経験をしたからそう感

じたのかもしれない。また，「動きは嘘をつかない」

とする過去に受けた指導が影響していると思わ

れる。個性をあえて消して，一体感や統一感を素

晴らしいとするダンスもあり，それに対してはあ

る種の驚きは感じる。しかし，その人の存在が立

ち現われず，心が置き去りになってしまっている

と感じると，その驚きはすぐに消えてしまう。 

大学の授業実践では，動きの完成度や出来映え

を問う前に，その人にしかできないような表現が

生まれること期待している。「ダンスをつくる」と

構えるのではなく，一人一人の違いが活きる「ダ

ンスが生まれる」授業を今後も模索し，実践した

いと考えている。そのことは，未来の教員の教材

開発を見据えた授業実践になると考えるからで

ある。 
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研究ノート 

言葉遊びから始める身体表現－お題カードを用いて－ 

 

小笠原大輔（湘北短期大学） 

 
1． はじめに 
 「ダンスは言葉では表現できない想いや感情、

想像の世界を体で表現するもの」とよく耳にする。

一方で幼児にとっての表現は身体表現や音楽表現、

言語表現、造形表現が単独で、あるいは複合され

た形で表出、具現化される 5)。ご機嫌でお絵描きを

しているときは自然と鼻歌が聞こえてくるし、

「花火だよ」と言って模倣するときは大きな声で

「ドカーン」と言いながら四肢を大きく広げてジ

ャンプする。歌いながらノッてくれば自然に体の

動きも大きくリズミカルになってくる。また岡ノ

谷（2021）が言うように「ダンスと言葉というの

はお互いに影響しあいながら、共に進化していっ

た」8)のであり、広く表現もしくはコミュニケーシ

ョンを考える際に、とりわけ保育現場では言葉の

あるなしはさておき、とにかく伝え合い、感じ合

い、受け取り合う「丸ごとの表現力」が不可欠で

ある。 
 しかし、保育士養成課程のカリキュラムはそれ

ぞれの科目担当者が教科の枠内で行うのが現状で

あり、学生にとってそれぞれの科目で学んだ内容

を自分の中で関連付けた一つの活動として構成す

ることは難しく 1)、総合的な表現の指導法を検討す

る必要がある 2),10)といわれている。 
 このような指摘が続く中、これまで筆者は保育

者養成において、造形表現と音楽表現と身体表現

を織り交ぜた表現遊びを体験する目的の一つとし

て、ブラジルの伝統武芸カポエィラの中の「マク

レレ」注 1)から着想を得た「ペットボトル・マクレ

レ」を実施してきた 7)。この活動の中で学生は、

「道具の貸し借りや困難な作業での協力」「リズ

ムを一緒に練習する」「意見を出し合ってダンス

を作る」などを通じて他者との密な交流が生まれ、

「作品を作って見て終わるのではなく、自分で作

ったものを実際に使って音楽やダンスをするのは

とても楽しく、有意義である」「いろいろな表現

方法をくっつけて体験出来て良い」（学生の感想

より）といったように様々な表現手法を取り込ん

だ活動の意義を感じることができていた。 
この「ペットボトル・マクレレ」では、チーム

でリズムの練習をする際には「ウン、タッ、タッ」

と言いながら動いたり、チームオリジナルの表現

や隊形などを考える際にまさに「言葉」でチーム

メイトに伝え合ったりすることから、もちろん自

ずと言語表現を使用してはいる。しかしながらそ

れは主となる他の表現方法を実施する上での補完

的手段であり、主役ではない。そこで今回は言語

表現に焦点を当て、言語表現と身体表現を組み合

わせた表現遊びを行い、その学びの様相を探ると

ともに内容及び方法の検討を行った。 
 
2． 方法 
 専門科目「身体表現」（通年 30 回）の中で「こ

とばと身体表現」というテーマで 1 回授業を行っ

た。対象者は短期大学保育学科1年生133名（2018
年68名、2019年65名）で、授業は1クラス20名
程度のクラスごとに行った。 
 内容としては、図 1 のようなお題カードを用意

し、出されたお題に対し、体を使って表現すると

いうシンプルな遊びである。2チームに分かれて、

ジェスチャーゲームのようにそのお題を当てると

 

図 1 お題カード 

ムチャぶりカード 修飾語カード 

オノマトペカード 名詞カード 
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いう遊び方もあるが、単語を組み合わせたり、ム

チャぶりカードを用いたりして、日常生活ではあ

り得ないようなお題（例：図2）を作り、それを知

った上で無理やり頑張って表現するという遊びが

今回の中心的活動となる。 
 手順（活動）としては、以下のとおりである。 
① 説明 兼W-upとして、教員が名詞カードを 1枚

のみ提示し、学生全員がそれを体で表現する。

これを複数回行う。次にオノマトペカードでも

同様に行う。 
② 同じく教員が修飾語カードと名詞カードを無作

為にそれぞれ 1 枚ずつ取り出し、組み合わせて

提示する。学生全員がそれを体で表現する

（例：「不機嫌な」＋「ゴキブリ」）。これを

複数回行ったのち、［オノマトペカード＋名詞

カード］も同様に行う（例：「ふわっふわな」

＋「スイカ割り」）。 
③ 2 チームに分けて、教員が一方のチームにのみ

カードを提示→そのチームが表現→もう一方の

チームがお題を当てる。各チーム、一人で表現

しても複数名で協力しても良しとした。これを

数回ずつ交互に行う。使用カードは活動①②と

同様に、［名詞カードのみ］、［オノマトペカ

ードのみ］、［修飾語カード＋名詞カード］、

［オノマトペカード＋名詞カード］の 4 パター

ンである。 
④それぞれのチームに名詞カードおよび修飾語カ

ードを同数ずつ配付するが、ここで初めてムチ

ャぶりカードを追加し、［ムチャぶりカード＋

修飾語カード＋名詞カード］の組み合わせを考

える。その際に各チームに対し「自分たちでは

やりたくないが、相手チームにやらせてみたい

お題を考える」よう指示を出す（例：「気を抜

くと、つい」＋「包容力のある」＋「かくれ

んぼ」）。活動①～③まではカード選出は無作

為に行ってきたが、この活動④では手持ちカー

ドをよく見て、チームで話し合ってどのカード

を使うか決める（図3）。その後、先攻後攻を決

めてから、そのお題を相手チームに提示し、表

現してもらう。 
 
授業終了後にアンケート調査として、「楽しか

ったか」「難しかったか」などの 4 項目を「とて

もそう思う」「まあまあそう思う」「あまりそう

思わない」「全然そう思わない」の 4 件法で、感

想を自由記述で、それぞれ Google フォームにて回

収した。自由記述についてはKH Coder 3を用いて

テキストマイニングを行った。 
分析にあたっては、2018年及び2019年の2群間

で、カイ二乗検定により 4 項目全てにおいて回答

の割合に有意な差は認められなかったことから、2
群の回答を統合して集計・検討を行った。 
 
3． 結果および考察 
1) 感想（4件法）（図 4） 
①楽しかったですか 
「まあまあ」も含めて全員が「楽しかった」と

図 2 非日常的な組み合わせ 
 

図 4 アンケート結果 

図 3 みんなでお題を考えること自体も楽しい 
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回答している。「まあまあそう思う」（9.8%）と

回答した者の自由記述を見てみると「楽しいけ

ど、やっぱり恥ずかしかった」「お題の組み合わ

せによっては難しすぎて困ってしまった」「みん

なの反応が早過ぎて、出遅れてしまうことがあっ

た」といった「とても楽しかった」までは届かな

い理由となる記述がみられた。 
 

②難しかったですか 
「まあまあ」も含めて 93.5%の者が「難しかっ

た」と回答している。「とてもそう思う」

（18.7%）と答えた者の自由記述からは「言葉だと

簡単に伝えられるのに、言葉を使わないことがこ

んなに難しいことだと初めて知った」のように言

葉によらない表現の難しさに関する記述が多かっ

た。一方、「変なお題だと難しかった」（図5）や

「一人だと難しいけれど、友達と一緒だと出来

る」また「お題によっては一人ならできるけど、

大人数で一つの物事を表現するのが難しかった」

など、お題の難易度や人数構成により表現の難易

度が変化するという気づきもみられた。 
 
③恥ずかしかったですか 
「まあまあ」も含めて 52.0%の者が「恥ずかし

かった」と回答している。「とてもそう思う」

（6.5%）と回答した者の自由記述には恥ずかしさ

に関する記述は無かったが、「まあまあそう思

う」（45.5%）と回答した者からは「お題によって

は恥ずかしかった部分もありましたが自分なりに

考えて表現出来ました」など、やはりお題による

ところが大きいようである。また「1人でやるとな

ると恥ずかしさがでてしまうかもしれませんが､み

んなで 1 つのお題をやることで恥ずかしさがなく

なり､思いっきりやることができたと思います」の

ように、仲間とともに行うことで恥ずかしさを克

服できた様子もうかがえる。 
 

④協力できましたか 
「まあまあ」も含めて 98.4％が「協力できた」

と回答している。「協力できた」と回答した者か

らは「班の人たちみんなでやった時は、誰がどの

役をやるのかを考えたりするのも楽しかったで

す。みんなで一緒の動きで示すのも楽しかったで

す」や「自分ではできないこともチームでできる

ことがあるので、チーム活動は大切だと思いまし

た」といった感想が得られた。 
一方、「あまり」も含めて「協力できなかっ

た」と回答した者（1.6％）からは「楽しかったけ

ど、私たちの班のメンバーは個々が強いので、み

んなで一体となってやるっていうのがなくて、ち

ょっと残念です」といった感想が得られた。チー

ム構成により、たまたま全員が「自分で積極的に

表現できる」者が集まっていたために、却って連

係プレーの必要性を感じなかったことがうかがえ

る。またこのパターンとは異なり、全てのお題に

瞬時に反応して瞬時に表現を始める者もいれば

図 5 簡単な動きなら全員すぐ反応できる 

図 6 すぐに反応する者と出遅れる者 

図 7 初めに動き始めた者を傍観してしまう 
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（図6）、チーム内のメンバーの様子を見て他者の

表現を真似したり、更には、発表側であるにもか

かわらず、同じチーム内の積極的な者の表現を傍

観する観客側に回ってしまう（図7）ようなパター

ンもあったが、この状況に対して「チームごとだ

と見ていたり笑っていたりしている人もいるの

で、クイズのように少人数でお題のジェスチャー

をして１人ずつ答えて交代をするのも楽しめそう

だなと思いました」といった感想からわかるよう

に「こうしたらもっと楽しめる」というアイデア

が生まれたことは良かった。 
 
2）テキストマイニング 
 前述のとおり、「楽しかった」「難しかった」

「協力できた」の 3 項目に関しては「まあまあ」

含めて「そう思う」と回答した者が 9～10 割であ

ったが、「恥ずかしい」に関しては「まあまあ」

含めて「そう思う」と回答した者と「あまり」含

めて「そう思わない」と回答した者の割合が大方

半々であったため、「恥ずかしい」「恥ずかしく

ない」の 2 群に分け、群間における記述内容の差

異を調べるために以下の方法でクロス集計を行っ

た。 
抽出された語を参考に「楽しい」「授業（履

修）」「保育現場」「身体」「コミュニケーショ

ン」「表現」「カード」の 7 つにコーディングし

た。コーディング・ルールは図 8 のとおりである。

コーディング単位は「段落」とし、これは「人数」

と対応している（表 2の「ケース数」も同様）。 
その結果、「コミュニケーション」において有

意な差が認められ、「恥ずかしくない」群の方が

「恥ずかしい」群よりも記述数が多かった（非

恥：56.45％、恥：35.21％）（表 2）。「恥ずかし

い」と答えた者にとって、その恥ずかしさはおそ

らく発表形式において逃れることのできない「見

られる」という状況によるものであろうと推察さ

れる（これに対して、話し合うことやアイデアを

出し合うことに対して恥ずかしいという記述は無

かった）が、「恥ずかしくない」群においてはそ

の発表（見られる）云々よりもコミュニケーショ

ン、即ちこの場では「協力して表現する」ことや

「協力して当ててもらう」こと、「一緒にお題を

考える」ことの方がより強く印象に残ったのでは

ないかと考えられる。 
以上より、「恥ずかしさ」を軽減させるという

意味でも、今後さらに「一人ではなく『共に』考

え、創作・表現する楽しさ」を味わえる内容（例

えば、一人ではできないお題など）を充実させる

必要があるといえる。 
残り 6 つのコーディングにおいては有意差は認

められなかった。因みに両群とも「身体」に関す

る記述は 100％であった。 

楽しい 授業（履修） 保育現場 身体 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 表現 カード ケース数

恥ずかしくない 26 (41.94%) 2   (3.23%) 26 (41.94%) 62 (100.00%) 35 (56.45%) 47 (75.81%) 43 (69.35%) 62

恥ずかしい 27 (38.03%) 3   (4.23%) 22 (30.99%) 71 (100.00%) 25 (35.21%) 48 (67.61%) 48 (67.61%) 71

合計 53 (39.85%) 5   (3.76%) 48 (36.09%) 133 (100.00%) 60 (45.11%) 95 (71.43%) 91 (68.42%) 133

カイ2乗値 0.079 0 1.278 na 5.203* 0.726 0.001  

*p<0.05

表 2 コーディング・クロス集計「恥ずかしくない‐恥ずかしい」 

*楽しい 
喜び | 面白い | 嬉しい | 笑 
 
*授業（履修） 
授業  |  講義  |  毎回  |  履修 | 受講 | 単位 
 
*保育現場 
将来 | 現場 | 今後 | ボランティア | 実習 | 幼稚園 | 保育園 | 学
校 | 実践 | 年齢 | 子ども | 園児 | 幼稚園児 | 幼児 | 子 | 児 | 保
育者 | 保育士 | 先生 | 教育者 | 教員 | 教師 | 指導 | 教える | 褒
める 
 
*身体 
身体 | 体 | 運動 | ストレッチ | 体操 |! 自体 |! 体育 |! 主体 |! 全
体 |! 体育館 |! 体験 |! 体得 | 体力 | 体形 
 
*コミュニケーション 
他者 | みんな | 友達 | 人 | 仲間 | やりとり | コミュニケーシ

ョン | 駆け引き | 掛け合う | 挨拶 | 握手 | 話す | 伝える | 会
話 | 交流 | 親交 | 仲良く | ペア  |  相手  |  二人  |  ２人  |  互 
 
*表現 
表現 | 表す | 伝える 
 
*カード 
お題  |  表現カード  |  名詞  |  オノマトペ  |  むちゃぶり  |  修
飾語  |  単語  |  擬音語 
 

※|! は「除く」の意 

図 8 コーディング・ルール 

12 
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4． 本実践におけるまとめと課題 
これまで幼児から大学生を対象としたワークシ

ョップや授業、保育・教育職を対象とした実技講

習会など様々な場でお題カードを使った表現遊び

を行ってきたが、「名詞」のみや「オノマトペ」

のみよりも「修飾語＋名詞」や「ムチャぶり＋修

飾語＋名詞」の方が大いに盛り上がることが経験

的にわかっている（もちろん幼児では簡単な「名

詞」と「オノマトペ」で十分楽しめる）。また、

［「世界最大の」＋「ゾウ」］や［「オリンピッ

クレベルの」＋「サッカー」］のように普通に成

立してしまう組み合わせは、わかりやすいがつま

らない。一方、［「元気いっぱいの」＋「ピラミ

ッド」］や［「母性本能をくすぐる」＋「気まぐ

れな」＋「新幹線」］などのように日常の中で普

通には成立しない組み合わせの方は、確かに難し

くもあるが、体を使って表現する以前に既にこの

言葉だけで可笑しく、（発表する側は頭を悩ませ

大変かもしれないが）観客側は「果たしてこれを

どう表現するのか」とワクワクしながら期待する

ことになり、自然と「今から楽しいことが始まる

ぞ」という空気になる。そして観客側も答えを知

っているからこそ、発表側の苦戦と工夫から生み

出された表現に対して、「なるほど」と思うこと

ができる。 
これが、お題（答え）を当てるジェスチャーゲ

ームとなると、難易度は相当高くなる。まず基本

的にはこの世に存在しないであろう物事や状況自

体をイメージすることは容易ではない。例えば

［「誠に僭越ながら」＋「鬼のような」＋「ヘリ

コプター」］のように、お題によっては「全くわ

からない」という状況も生じる。これを無理やり

表現しようと思うと、結局はカード毎にブツ切れ

に表現したものを並べていくだけの作業になり、

いわゆる普通のジェスチャーゲームになってしま

うことが少なくない。もちろん一つ一つのワード

に対して身振り手振りで「伝えよう」としてはい

るが、どちらかというとこれは言語表現→身体表

現という「変換」（≒「説明」）作業になる場合

もあり、「双方お題を知った上での表現」の際に

生まれる「想像力（妄想力）」と「創造力」が発

揮される表現とは全く違うものとなってしまう。 
しかし、だからといってジェスチャーゲームの

ようなやり方が、この表現遊びにおいて相応しく

ないというわけではない。なぜならば、先にお題

が分かっていると、そのお題という基準と比較し

てしまうため、また、（教員が「評価」という言

葉を一切使用していないにもかかわらず）表現力

が（観客側に）評価されるという意識が働いてし

まうためか、羞恥心が生まれ、また照れてしま

い、前述のように積極的になれない者が出てくる

場合もあるからである。これが予めお題を教えず

に当てっこ（いわゆるジェスチャーゲーム）にす

ると、表現する側は伝えようと試行錯誤し、回答

する側も当てようと必死に観察し考える。すなわ

ち両者が「同じゴール（＝正解すること）に向か

って積極的・主体的・協力的になれる」（学生の

感想より）ことから、「評価する・される」とい

う考えがその場に生じにくくなる。このように同

じ表現でも「発表」形式ではなく「ゲーム・競

争」形式にシフトすることによって、急に「やり

やすく」なったりもする。そして前述のように

「発表」（見られる）ではないことで、恥ずかし

さからも解放されることが期待できる。 
更には、答えがわからないことにより、回答す

る側にとって「なんだかよくわからない（意味が

解らない）けど（または「だから」）可笑しい」

という「感覚的不適合」を一旦経験することにな

る。その後、正解する・しないに関わらず、答え

がわかったときに「なるほど」という「論理的違

和感の解決」が起こることから、更なる面白さに

繋がることになる。感覚的不適合のみよりも論理

的不適合を含む方が面白さが増す 3),6)ことからも、

活動としては意味がある（またやりたいと思え

る）。また別の観点から述べるとするならば、そ

の動きの意味が解らない時点で記号としての表現

から脱却できており、（受け取る側にとっての）

抽象的な表現、新たな表現の発見にも繋がるとい

える。この受け取る側について大場（1996）は

「表現に対して、大人の受け手としての質という

のは大変大事な意味をもっている」9)と述べてい

る。表現する側にとって意図のある動きでも、受

け取る側にとってすぐにはわからないからこそ、

「これは何かな」と積極的に感受したり考えたり

することに繋がるため、こと保育者養成において

は重要な取り組みであるといえる。 

13 
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今回の実践では、ペットボトル・マクレレやそ

の他多くのグループワークと同様に「言葉を運用

して意見やアイデアを出し合う活動」もあれば、

言葉自体を表現方法・手段の主役として扱い、お

題カードの組み合わせを楽しむ「言語表現遊びと

しての活動」、そして身体表現・ダンスでも一般

的によく行われている「言葉をヒントに動きを生

み出す身体表現遊びとしての活動」といったよう

に、言語表現の多様な用いられ方が出現した。今

回はまさに「身体表現」という授業の中での活動

であったために当然学生は「言葉を使って身体表

現をした」という印象が強いであろうが、このよ

うに「＜人‐人＞間の伝達」以外の言葉の用いら

れ方にも着目すれば、身体表現にとらわれすぎる

ことなく、多様な言語表現活動に対する理解もさ

らに深まることが期待でき、我々の目指すところ

の「総合的な表現方法」に何歩か近づくことがで

きるであろう。 
今回、学生から、人数によるやりやすさの違い

（「大人数だからやりやすい」もあれば、「大人

数だからやりにくい」もある）や当てっこ（ジェ

スチャーゲーム）かどうかによる違い等、感想・

意見や気づきが多く出たことから、今後はこれら

を参考に、人数構成や形式を変えて行う予定であ

る。  
 
注釈 
1） マクレレとは、2 人が両手に短い棒を持って

互いに向かい合い、歌と太鼓のリズムに合わ

せて踊りながら、棒を打ち合うブラジルの民

俗芸能である。刀が使われることもあり、火

花を散らしながら踊るその様はまさに圧巻で

ある。奴隷制時代、黒人奴隷が剣の代わりと

してサトウキビの茎を使って戦いを模し、抑

圧された生活に対するはけ口として踊った。

また、仲間の奴隷をキロンボ（共同体）へ逃

がす際に、守衛や見張りの白人の目を集める

ために円を作り、カモフラージュして踊って

いたのが起源とされている 4)。 
 
文献 
1） 智原江美、下口美帆（2008） 大学における

科目を連携させた授業の取り組み-「図画工作」

と「幼児体育」の授業実践報告- 京都光華女

子大学短期大学部研究紀要 46 pp.195-219 
2） 智原江美、下口美帆（2020）動きと素材の探

求を通した表現活動 : 総合表現のこころみ そ

の 2 京都光華女子大学京都光華女子大学短

期大学部研究紀要 58 pp.213-228 
3） 伊藤理絵、本多薫、渡邊洋一（2011）攻撃的

ユーモアを笑う 山形大学人文学部研究年報 

第 8号 pp.215-227 
4） 三田雄士、カルメン=ミタ（2005） 『はじ

ける肉体の即興芸術カポエィラ』 現代書林 
5） 名須川知子、高橋敏之（2006） 保育内容

「表現」論 ミネルヴァ書房 
6） 野村亮太、丸野俊一（2008）なぜ不調和解決

は不調和よりおもしろいか 笑い学研究 15 
pp.45-55 

7） 小笠原大輔（2011） ｢保育内容（表現）｣に

おける複合的教材の試み : ｢造形表現｣｢音楽表

現｣｢身体表現｣を一度に楽しむ 文京学院大学

人間学部研究紀要 13 pp.341-355 
8） 岡ノ谷一夫 『ヒューマニエンス “ダンス”

ヒトはなぜ踊るのか』（NHK BS プレミアム 
2021年 3月 18日放送） 

9） 大場牧夫（1996） 表現言論 萌文書林 
10） 高野牧子、小田ひとみ（2002） 線画を題材

とした幼児の身体表現 山梨県立女子短期大

学紀要 36 pp.93-99 
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研究ノート 

一人称のからだ観を育む討議課題 

 

原田 奈名子（大谷大学） 大橋奈希左（京都女子大学） 

 

〇共同執筆をはじめるにあたって 

 

三人称的な「身体」とは異なる主体的な「から

だ」の内側からの捉えを対象にする「ソマティク

ス」は重要な概念であると指摘されて久しい 1）。

原田はソマティクスに関し研究を積み重ね、様々

なワークの指導及び受講を体験してきた。大橋は、

表現運動・ダンス教育の問題点を考察する中で、

「ソマティクス」の視点の重要性について考察を

進めてきた。2016 年の発表 2）を契機に、2017 年

より共同研究を行ってきた。本稿は、同じ課題意

識「ダンス教育で育てるからだ」を問いながら、

もう一人の共同研究者である村越直子（武庫川女

子大学）との討議を踏まえ、各自の観点で述べる

ものである。まず原田が「舞踊の舞台を見るから

だ」を、次いで大橋が「創る・踊る主体としての

からだ」を論じる。したがって、各稿は独立して

いる。 

 

パート１ 舞踊の舞台を見るからだ  

原田奈名子 

 

1 はじめに ―見て思うこと、鑑賞者のからだ

に起きたことを問う 

私たちは、何を見に、何を見たくて劇場に足を

運ぶのだろう。以下、事例を紹介する。 

 

1―1 舞台に対して分れる評価 

【事例 1 作品を鑑賞した後の会話】 

電車でばったり後輩に会った。彼女はコンサー

ト帰りだった。彼女が聞いた古楽器の演奏につい

て語り始めた時、彼女のからだの中に音が鳴って

いると察した。「はじめの一音で、からだがふわぁ

としたの」と語る時の眼差し、からだのやわらぎ

状態が語っていた。彼女は高校からずっと踊って

きた人である。その時筆者は、その日拝見した大

学の部活の学外公演について話をした。「彼らの細

胞が踊っていたのよ、で、私の細胞もそうなった

の」と。 

【事例 2 舞踊の公演中の観客の反応】 

こんなことを思い出した。ずいぶん前のあるジ

ャズダンスの合同公演のことである。 

作品タイトルは「ボレロ」、5人のダンサーが横

一列に並び、前を凝視して、回旋はあるが最後ま

でその固定位置で踊り続ける。ボレロのリフレイ

ンの数と同じだけ、同じ振り付けを延々と踊る。

筆者もそこのカンパニーに所属していたので、そ

の振り付けを踊っていた。すこぶる至極、「くるし

い・きつい」のである。毎回太腿を軽く 1回叩く。

気づいたら赤く腫れあがっていた。舞台の彼女た

ちは、各自が様々なタイミングでさまざまに変化

していった。ある人は中盤般若の様相になり、最

後は天使のようなほほ笑みを浮かべていった。あ

る人は、ゆっくりと軽やかになっていった。ある

人は終盤になって鬼のような形相になった。筆者

には興奮するほど面白かった。が、当然ながら、

客席のすべての人が同じように感じていたわけで

はない。「えー、なに、これ、ちっとも変わらない」

「つまらなーい」と声高に話す声も聞こえた。そ

の方々は、ヒールを履いて華やかに派手に踊るシ

ョーのようなグループに拍手をしていた。筆者の

からだは「ボレロ」を踊るからだの著しい変化に

反応した。が、他のショーまがいのダンスはさま

ざまに運動変化したにもかかわらず、筆者のから

だには何も変化が起きなかった。 

【事例 3 筆者の作品への評価】 

ボレロの作品づくりに触発され、初赴任先の初

年度の短期大学の学外公演にリズム系の振り付け

をし、45名の学生と筆者と体育の助手の先生と踊

った。音楽の構成に則り、前半と後半とに分け、

最前列以外、前半、後半で踊る位置を変えるが、

前半も後半も固定位置でのユニゾンである。これ

も体力的に極めてしんどい振り付けである。特に

最後はこれでもかと繰り返す。 
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 これを見て下さったある関係者は全く受け入れ

られなかったようだった。その方は、「人数の増減

がない、位置移動がない、つまり『変化しない』」

と、納得がゆかなかった。その方は、ご自身が舞

踊家として舞台で踊ってこられなかったし、コン

テンポラリーダンス（当時の言い方でいうモダン

ダンス）を含め、多様な様式の舞踊公演をご覧に

なってもこなかった。彼女が指導した作品は、演

劇要素が強く、筆者にはどこが踊っているのかと

思えるような運動の連続体に見えた（これは録画

視聴のせいでもあるが、それを差し引いても大枠

は変わらないと推察する）。 

同じ舞踊の舞台を見て、何が隔絶の評価をもた

らすのだろう。 

踊ってきた人ならわかる「特有なからだの響き

あい」があるのではないだろうか。 

 

1－2 昨今のリズム系ダンスの興隆について 

この観点から述べてみたい。すぐ思い浮かぶの

は以下の２事例である。 

【事例 1 選抜高校野球の 100回記念のダンス】 

選抜高校野球の 100 回を記念して放映された

「朝日新聞社第 100回全国高校野球選手権記念大

会」の 100名による甲子園でのダンス（2018年）、

視聴回数が約 340万回である 3）。全編、ほぼ正面

を向き、ユニゾン（時間差でずれるのも含み、同

じ振りという意味で用いている）である。数名の

男子も参加しているが、ほぼ女子のみで演じられ

ている。 

【事例 2 清涼飲料の CMのダンス】 

清涼飲料の CMから、国営昭和記念公園におけ

る出演者 4348人のユニゾンのダンス（2018年）

である。位置移動も構成変化もない 4）。そのメー

カの曲で踊る様々な高等学校のダンスが YouTube

に多くアップされている。体育館、水の入ってい

ないプール、廊下等で男女が同じ振りを、構成を

変えながらもほぼユニゾンで踊っている。 

 CMゆえに商業ベースで流されている。視聴者

が興味を示さなければこういう放映はなくなるだ

ろう。が、しかし、この傾向は衰えることなく、

Dance Stadium 、DCC（DANCE CLUB CHAMPIONSHIP

日本高校ダンス部選手権）の興隆が著しい。本年

で 14回目となり、中学校部門も創設され 10回目

となる 5）。 

 

2 改めて、「舞踊の舞台を見る」からだへの問い

－「運動する」と「踊る」 

 再度、さて、私たちは、何を見に、何を見たく

て劇場に足を運ぶのだろう。大学生の頃からずっ

と続く問いである。 

 今年（2021）は舞台を見ようと決め、毎月数ス

テージ拝見した。特にこの秋は意識して様々な舞

踊の舞台を拝見した。10月頭から 11月中旬にか

けて 20作品以上も見ただろうか。日本舞踊、クラ

シックバレエ、舞踏、いわゆるコンテンポラリー

に位置づけられるもの、例えばバレエベース、サ

ーカスベース、民俗舞踊ベースを含む、そして文

楽である。 

 

2－1 高齢の舞踊家 

まず、高齢の踊り手に対する雑感から、「身体へ

の向かい合い方－加齢と体力と踊り方」に発し、

「『運動する』と『踊る』」を考察してみたい。 

【高齢の方が踊る事例】 

舞踏編 

舞踏の世界では 60代はもちろん、80代、70代

が活発に活動されている。例えば、鬼籍に入る土

方巽氏や大野一雄氏らから 60年代・70年代に直

接指導を受けた方々である。踊り方は様々であっ

た。ある方は、ほんの数歩歩き、しゃがんで佇ん

だ。思い入れたっぷりに著しく瞬きをされ、運動

らしい運動をしなかった（85 歳前後の女性）。ま

たある方は、ドレスの衣装をひらひらさせ、動き

のタイムやエネルギーの幅が極めてゆるーく踊っ

ていた。言い方を変えれば汗の一つもかかず、息

も上がらない踊り方であった（80代前半の女性）。

片や、ご自身がアフタートークで、「死にそうに辛

い、こんちくしょう」と語った方もいた。エネル

ギーを炸裂させてタイム、スペース等を変化させ

ながら踊った。見ている側が大丈夫かと心配にな

るほどの激しさだった（80 歳間近の男性）。これ

らお三方は舞踏界では名の通った方々である。少

し若い 62 歳の舞踏家は、毎回最後は赤い褌 1 枚

になって踊る。この秋の公演は、1時間の舞台を 3

日間、毎日マチネして 6ステージこなした。生き

ざまの美しさが透けて見える気がした、圧巻の踊
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りであった。 

 

日本舞踊編 

90 歳の女性や 88歳の男性の独舞についてであ

る。お二方とも移動距離は畳半畳もなかった。女

性は膝の曲げ伸ばしを数回伴う動きを難なくこな

された。その男性は 100歳の小野小町を演じた。

彼はゆっくり立ち上がり、ゆっくり座った。 

私は何を見ている。同じ運動量の少ない踊りに

対して、あえて汚い言葉で表現するならば、「さぼ

るな」「楽するな」「昔の栄光で楽やっているんじ

ゃねー」と揶揄したくなったりする一方、「踊りは

運動量じゃないよ」と、その踊りざまに共感した

りもした。何がそう思わせるか。 

結局は、筆者のからだに響いたかどうかではな

いか。運動量が少なくても「踊った」と感じるの

は私のからだの変化ではないだろうか。 

 

2－2 自作自演の舞踊の舞台 

日本舞踊やクラシックバレエは、多くの場合、

ある何かの役を演じる。役に応じて、すでに振り

付けがある。コンテンポラリーの作品でももちろ

ん振り付け・構成・演出担当者が出演していない

場合もある。一方、自分で構成・振り付けをして、

なお踊っている場合、かなりの高い割合で踊るこ

とに集中しきれてないように見える。踊り手の頭

の中が、演奏家や共演する相手方に向いているの

だろう、その忙しさがうるさいと感じる。 

 こういう場合、筆者の頭が騒々しくなって、か

らだに響いてこない。 

最後に講習会の例を取り上げたい。 

 

2－3 講習会時のリズムダンス指導事例 

数年前、縁あって教員対象のダンス学習講習会

の指導講師を務めた。午前・午後で指導者が変わ

る 2名講師の体制であった。もうお一方は、民間

団体のリズムダンス協会の指導者資格認定講師だ

った。1 日の最後に設けられた受講者によるショ

ーイング時のことである。最初にリズムダンス協

会の指導者クラスが演じた。出演者は直前まで位

置確認や振り確認をされていた。筆者の指導クラ

スは、事前にそういう確認をすることもなく始ま

った。作品は、出入りを伴い、次々と小さなグル

ープが出現してグループ毎に異なる動きを変幻自

在に変化させるダンスを披露した。するとその講

師が「どんな指導をされたのですか」「どうしたら

こんなことが可能になるのですか」と質問された。

筆者は「飽きたら変える（真似る対象を変えるか、

自分で動きを出す。動きを変えるときはそのグル

ープから抜ける）・疲れたら休む（つまりはける）
6）を提案した」と伝えた。ただ驚いていたように

見受けられ、理解されたようには見えなかった。 

筆者の提案は、「覚えない、感覚に従って踊る」

のである。だから「間違えたらどうしよう」とい

う不安がなく、生き生きと踊ることを可能にする。 

ショーイング後、午前の部の幼稚園・小学校の先

生方が「自分たちも踊りたい」と申し出られた。

先生方にはこれとは違う講習内容だったのでこれ

を提供していなかった。そこで、上記のことを口

頭でお伝えした。それだけで先ほど踊った皆さん

と一緒に見事に踊り切ったのである。 

 これから、からだの感覚に正直に踊れば、観客

にも伝わることがよくわかる。ちなみに、リズム

ダンス協会の指導者は 8カウント×4の振りを与

え、覚えさせ、それを６人グループのグループ毎

に構成をつくるように指示されたとのことだった。

リズムダンスの捉え方が文部科学省の意向に沿っ

ていないことはもとより、「『運動する』」と『踊る』」

について、問うたことがないのかもしれないとさ

え考えさせられた。 

 

3 まとめに代えて 

 長く書いてきた。こうして書いてみると今更な

がら、「ダンスで育てたいからだ」は、舞踊の舞台

に限らず、観客に「響くからだ」、舞踊の舞台なら

ば、加えて、「『踊っている』と『運動している』

を識別できるからだ」ではないだろうか。 

授業で、「いま、『踊ったかなぁ？』それとも『動

いたかなぁ』」と、問うことから始めよう。筆者は

初めての勤務先である公立短期大学 2年目の秋、

公開授業をした。学生たちが「もっと踊ろう」や

「踊ってないじゃん、動いていただけだよ」と会

話していた。 

「踊るとは」、を言語化できなくても、識別でき

ることは、この問いが育てていると考える。本誌

20号の拙稿、「舞踊・ダンスにおける『からだ観』・
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『舞踊観」の冒頭にも述べているように、この問

いはまだ続く。 

 

註 
1.井上誠治（1989）「アートとしてのスポーツ経
験－S.Kleinmanの主張と関連して－」、体育の
科学 Vol.39の 12月号:946-949、高松昌宏
(1996)「T.ハナのソマティクスにおける諸概念
の検討」、体育・スポーツ哲学研究 18
（1）:21-32.  

2.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：21-25. 

3.同志社香里高校、大阪府立今宮高校、大阪府立    
登美丘高校のダンス部（DCC全国高等学校ダン
ス部選手権大会連続上位入賞校）が共演する 3
分 29秒である。音楽は兵庫県尼崎市立尼崎高
校が演奏、合唱ともに担当した。【朝日新聞公
式】第１００回全国高校野球選手権記念大会
「ダンス」篇 https://youtu.be/1n97jEyPHAU 

4．https://youtu.be/YCpX1Lb4XjY  
5．2008年（平成 20年）に始まったオールジャ
パンのダンス競技会である。産経新聞社及び
（一社）ストリートダンス協会、フジテレビが
主催し、エースコックの特別協賛により行われ
ている。スポーツ庁と（公財）全国高等学校体
育連盟が後援する。 

文字が小さすぎて数字が読めないが、折れ線グ

ラフの参加人数の増加傾向は読み取れる。 

＊URLから元図を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高校ダンス部日本一決定戦」参加校年次推移（2008 年～

2019 年 ） https://www.fujitv-view.jp/gallery/post-

139134//?imgid=4 

6．末に示した本誌 20号の拙稿「舞踊・ダンスに
おける『からだ観』・『舞踊観』」の 21‐22頁を
参照されたい。 

 

 

 

 

 

パート 2 

創る・踊る主体としてのからだ                               

大橋奈希左 

 

1 はじめに 

 本稿では、「一人称のからだ観を育む」にかかわ

って討議したい課題について、考えはじめるきっ

かけを提案することを目的としたい。 

戦後、学校における表現運動・ダンス領域の授

業、なかでも表現・創作ダンスでは、学習者の自

由な表現を重んじ、「踊り、創り、観る」活動を展

開してきた。荻江 1）は、中学教員の意識について、

ダンス作品を「創る」ことよりもダンスを「踊る」

ことを好み、ダンスを「踊る」ことより「観る」

ことを好む傾向があることを指摘している。この

指摘に代表されるように、「創る」場合はダンス「作

品」が想定されるのであり、「創作ダンス」という

名称も「作品をつくる」という活動に当てられた

のであろうが、学習指導要領の変遷とともに、ひ

とまとまりの動きを想定し、表現することを目指

すようになってきているとも捉えられる。ここで

は改めて、表現・創作ダンスの授業での「つくる」

について考察することからはじめてみたい。先に

指摘したように「作品をつくる」といった言い方

もできる一方で、「動きをつくる」ということもで

きるからである。また、「動きをつくる」という言

い方は、体育の表現運動・ダンス領域以外でもな

されている。 

 

2 体育科・保健体育科における「つくる」 

 周知のように、学習指導要領解説 2）で、体育科

の領域（ここでは小学校を例とする）は図 1のよ

うに示されている。 

ここで、改めて説明するまでもなく、スポーツ

4 領域、体つくり運動、表現運動、保健で全 7領

域が示されている。特に体つくり運動領域の記述

をみると、低学年では、多様な動きを「つくる」

運動遊びが示されており、中学年では多様な動き

を「つくる」運動となり、高学年では体の動きを

「高める」運動となっている。ここで示される「つ

くる」と「高める」では、それぞれ学習者のどの

ような体験が想定されているのだろうか。 

 一方で、ゲーム・ボール運動などでも、主運動 
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https://youtu.be/1n97jEyPHAU
https://youtu.be/YCpX1Lb4XjY
https://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%80%A3%E7%9B%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%80%A3%E7%9B%9F
https://www.fujitv-view.jp/gallery/post-139134/?imgid=4
https://www.fujitv-view.jp/gallery/post-139134/?imgid=4


舞踊教育学研究 第 23号 令和 4年 3月 

  17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のための「動きづくり」と捉える活動がある。メ 

ンコを投げる、フライングディスクを投げるとい

った体験を通して、投げる動きを「つくる」とい

うことになる。このような活動では、異なった教

具を投げてみることによって、動きが自ずと発生

することをねらっていると捉えることができるだ

ろう。また、味方の仲間と協働し、敵と攻防する

ことによって、ボールとかかわらないときの動き

も「発生する」と考えられるだろうか。この動き

の発生も「つくる」と捉えてよいだろうか。 

 

3 一人称のからだを育むというねらい  

本稿は「一人称のからだ観を育む」にかかわっ

て討議しておきたい内容をあぶりだそうとしてい

るわけであるが、ここでいう「一人称のからだ」

は、Ｔ．ハナ 3）が提唱したソマティクスという研

究領域を念頭においている。一人称が内側から感

じている「からだ」である。私が思いっきりする

ジャンプと他者が思いっきりしたと主張するジャ

ンプ、どちらも真に思いっきりだったかどうかは

本人にしかわからない。どんな強度で、足の裏の

どこに重心があったかは、個人の固有の感覚に基 

づいており、他者のからだの内部を覗きみ    

ることはできない。この一人称のからだの体験に

焦点を当てようとするときには、「気づく」「感じ

る」がキーワードになるであろう。 

      

4 創る・踊る主体としてのからだ 

では、先に述べたスポーツ 4領域と表現運動・

ダンス領域の体験は何が違うのだろうか。 

まず目的の相違が挙げられるだろう。つまり、

競争や達成をねらってゴールオリエンテッドであ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るスポーツ領域では、上達についてある程度測定

が可能だともいえる。 

一方で、表現を目的とするダンス領域は、ゴー

ルフリーであるともいわれている。評価は可能で

あり、上達も指導者側は捉えていると考えられる。

だが、「動きをつくる」といったときにはなかなか

実現しない実態もある。ここでこそ、先に挙げた

ボール運動のような自ら、からだから生まれてく

る「動きづくり」が望まれるともいえる。 

逆に、スポーツの指導についても、「第一人称の

からだを育む」の視点からもう一度考え直すきっ

かけを与える可能性があるのかもしれない。 

スポーツには、競い合う「競争」がつきまとう。

だが、本来、陸上にせよ器械運動にせよ、個人同

士を競い合わせるいわゆる「競争」の前に、自分

の力試しをする、自分のからだと向き合うことが

必然である。後々他者と競争させることもできる

がその「競争」も必然ではないともいえるだろう。

ボール運動の場合は、一人称だけでは済まなくな

るが、その場合にも、相手に向き合う前に、自分

のからだと向き合うことは必然であろう。 

そういう捉え方をしていくことによって、スポ

ーツが競争させようとしてしまうのと同様に、運

動させようとしてしまう、踊らせようようとして

しまう、我々の頭でっかちな固定概念も反省する

必要があるのかもしれない。静止もまた表現であ

り、からだの体験である。 

 先に、「気づく」・「感じる」がキーワードであ

ると述べたが、つくる活動でも、踊る活動で

も、からだが自ら動く体験、からだが主体とな

る体験を目指していくことによって、「一人称の

からだ観」を育む可能性について、討議するこ

学年 1･2 3･4 5･6 

 

領

域 

体つくりの運動遊び 体つくり運動 

器械・器具を使っての

運動遊び 

器械運動 

走・跳の運動遊び 走・跳の運動 陸上運動 

水遊び 水泳運動 

ゲーム ボール運動 

表現・リズム遊び 表現運動 

 保健 

図 1  小学校体育科の内容構成 
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とができるのではないだろうか。 

 

註 

1．萩江瞳（2018）「中学校ダンス授業における

教員の意識」、 舞踊教育学研究第 19号：.32. 

2．文部科学省（2018）「小学校学習指導要領

（平成 29年告示）解説 体育編」、東洋館出版

社：24. 

3．T. Hanna(1986) 「What is Somatics?」、 

Somatics :Magazine-Journal of the Bodily 

Arts and Science, Spring-Summer：4-8. 

 

 

〇共同執筆のまとめにかえて 

 

本稿は科学研究費「ダンス教育で育てるから

だを問う ～ソマティクスとボディ・ワークの

かかわりから（17K01650）」の助成を受けて行わ

れた研究の一部である。執筆者である我々2名

と村越が 2021年 6月以降、ほぼ毎月ズームでミ

ーティングを重ねてきた。本稿はその内容を反

映している。 

 「ダンス教育で育てるからだを問う」に関

し、その研究の視点は多岐に渡る。ダンスが体

育に位置づくゆえに発する問いに、体育で育て

るからだと舞踊ならではの同異、本稿で大橋が

問うたように「動きをつくる」に焦点化した同

異もある。原田はこれまで舞踊（ダンス）を創

る側に焦点を当てて論じてきたが、本稿は舞踊

の鑑賞者のからだを育てるに特化して論じてみ

た。 

 これからも焦点を少しずつ変えながら研究す

る所存である。 
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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 40回全国創作舞踊研究発表会 報告 

 

大会実行委員長 細川江利子 

 

 第40回全国創作舞踊研究発表会は、2020年12月19日（土）に、オンライン形式により開催い

たしました。 

 当初は、愛知教育大学を主管として開催する予定となっており、準備を進めてくださっておりま

した。しかし、新型コロナウイルス感染拡大のため、全国の大学の教員や学生が一堂に会して大会

を開催することは叶わず、実行委員会主管に変更し、新たな形での開催となりました。このような

状況下であったにも関わらず、大変多くの方々にご参加いただけましたことを感謝申し上げます。 

 

大会プログラム 

会員研究発表会 

○座長 七澤朱音（千葉大学） 

１. コロナ禍における双方向のリアルタイム・対話形式のダンスの学び 

髙橋和子（静岡産業大学） 

２. 「身体表現論」の授業前・後における受講生の自由記述回答の内容分析 

    −コミュニケーションに対する認識の変容−       幅田彩加・村田芳子（平成国際大学） 

３. 創作ダンス授業における「踊る」「創る」活動の考察 

    −「校歌」を題材として−                          河合史菜・丸山博文（長崎大学） 

○座長 酒向治子（岡山大学） 

４. 快感覚と呼吸が導く、低速度全身連動性ムーブメント・アプローチ開発に関する研究 

清水知恵（福岡教育大学） 

５. オンデマンド授業におけるカポエィラ・エクササイズの実践報告  

小笠原大輔（湘北短期大学） 

６. 花とエネルギー：世阿弥とスタニスラフスキー          木村はるみ（山梨大学） 

 

プロジェクト研究 調査結果報告とディスカッション 

テーマ 「withコロナ〜新たな時代へ向けたダンス授業実践を探る〜」 

  司会 廣兼志保（島根大学） 

  進行 山﨑朱音（静岡大学） 

  スクリプター 清水知恵（福岡教育大学） 

  ファシリテーター 細川江利子（埼玉大学）、木山慶子（群馬大学）、熊谷佳代（岐阜大学） 

           成瀬麻美（愛知教育大学） 

 

ワークショップ 

○ワークショップ１ 藤田善宏氏 「藤田善宏ダンスワークショップ日常をおどる」 

○ワークショップ２ 橋本有子氏 「ソマティック・ムーヴメント/ダンス ワークショップ 

                    −内と外のつながり」 

 



第 40回全国創作舞踊研究発表会報告 

22 

ダンス作品発表会 

○参加大学授業作品 

１. 歩んでいこう                       岐阜大学（指導 熊谷佳代） 

２. 離れてるけど、離れてない                 熊本大学（指導 坂下玲子） 

３. 新椅子取りゲーム                   静岡産業大学（指導 髙橋和子） 

４. コネクトネコト                    共立女子大学（指導 足立美和） 

５. GUPE peace                                                群馬大学（指導 木山慶子） 

６. トムのBIGチーズ大作戦                   静岡大学（指導 山﨑朱音） 

７. No Motor Road 〜ともに歩む道〜           湘北短期大学（指導 小笠原大輔） 

８. 巡りゆく季節の中で                  横浜国立大学（指導 髙橋和子） 

９. 緊急舞台宣言                     愛知教育大学（指導 成瀬麻美） 

10. 東京                      お茶の水女子大学（指導 福本まあや） 

○参加大学クラブ作品 

１. たぶん、これが、生きること                岡山大学（指導 酒向治子） 

２. いつまで続くのかこの我慢               静岡産業大学（指導 髙橋和子） 

３. 妖怪の踊る国                     東京成徳大学（指導 羽岡佳子） 

４. Drops                                                     岐阜大学（指導 熊谷佳代） 

５. Young Gunz next generation              広島文化大学（指導 高田康史） 

６. とけあう期待                       長崎大学（指導 河合史菜） 

７. Tape：11/31                        千葉大学（指導 七澤朱音） 

８. 遺                         京都女子大学（指導 大橋奈希左） 

９. 栞                          福岡教育大学（指導 清水知恵） 

10. to be... 「らしさ」からの解放             埼玉大学（指導 細川江利子） 

11. 暁の刻                       新潟医療福祉大学（指導 若井由梨） 

12. KAKAKKAK                       武庫川女子大学（指導 村越直子） 

13. Wanderer−ヒエロムニス・ボス「愚者の舟」より−              静岡大学（指導 山﨑朱音） 

14. Here now −蠢く影 這い上がる声−             平成国際大学（指導 村田芳子・幅田彩加） 

15. 大切なこと                        筑波大学（指導 寺山由美） 

16. rain                         横浜国立大学（指導 髙橋和子） 

17. & hurt。                       愛知教育大学（指導 成瀬麻美） 

○エンディング 

 

学生交流会 

 

大会役員 

 

大会会長 神戸周（日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門代表） 

大会副会長・大会実行委員 

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

実行委員 舞踊研究会理事 

     木山慶子（群馬大学） 熊谷佳代（岐阜大学） 廣兼志保（島根大学） 

     山﨑朱音（静岡大学） 成瀬麻美（愛知教育大学）  



舞踊教育学研究  第 23 号  令和 4 年  3 月 

23 

. 
コロナ禍における双方向のリアルタイム・対話形式のダンスの学び 

 

 

髙橋和子（静岡産業大学） 

                               

１．はじめに   

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、

2020年 7月時点で大学の全授業の 8割をオンライ

ン授業（以下,online）にした大学は 7 割に及ぶ(朝

日新聞･河合塾:オンライン授業に関する調査)。

online の課題は ICTスキルや学修意欲低下、メン

タルケアの必要性や身体的疲労等があげられる。

本研究者が関わったＡ大学前期の全授業は online

で行われ、1 年生は大学に来た事もクラスメイト

と会う事もなく授業が開始された。 

そのような状況下であった為、実技の onlineは

オンデマンドでの映像視聴や一方向の授業ではな

く、かかわりを重視した教師と学生間での双方向

のリアルタイム・対話形式のダンス実技を試みた。

本研究では、このような教材（内容・方法）から、

学生は何を学んだかを明らかにする事を目的とす

る。 

２．方法  

2-1 対象者と科目：小学校教科専門科目表現運動

(1 年生 240名:60名 4 組,90 分×4 回)。 

2-2 授業方法：4回の授業内容(参考文献 2参照)

は事前に授業支援システムにアップし、事前・

事後学習では関連教材の映像視聴の励行、並び

に課題(100 字以上の記述)を提出させた。授業

当日は教材を提示し共に動いた後、毎回ブレイ

クアウトルームで学生 2～3 名でグループ創作・

発表の方法をとった。 

2-3 授業内容(小学校低中高学年の教材)・課題              

1 回 ウォームアップ,新聞紙になる,フォークダンス 

課題①小学生４年間の実践映像から学んだ事 

2 回 リズム系ダンス・オリジナル｢うちで踊ろう｣ 

   課題②｢うちで踊ろう｣から学んだ事 

3 回 36の基本動作,オリジナル｢パプリカ｣即興表現 

課題③｢パプリカ｣から学んだ事 

4 回 走る-止まる,だるまさんが転んだ,忍者になる 

   課題④ダンスの基本的内容を考える映像視聴 

    課題⑤online 授業全体に関して(自由提出)  

2-4 分析方法 

1)課題①～④は必須、課題⑤は自由提出とした。

これらを分析データとし、KH Coder Ver.3 を用

い計量テキスト分析を行った。 

2)前処理：延べ語数 109,686 語を分析に用いた。 

3)対応分析：「課題①②③④⑤別」の特徴的な語

(Jaccard 係数上位 60 語)を図示した。 

 

３．結果と考察 

3-1 延べ語数 

記述した総抽出語数は、課題①24,638 語、②

24,133語、③23,533語、④29,799語、⑤7,287語

であった。④が多い理由は「ダンスの基本的内容

を考える映像視聴（小学校の低中高学年に応じた

教材選択や教師の言葉かけ,表現系･リズム系･フ

ォークダンス系の指導ポイント）」で学んだ事と、

全授業を受講したまとめも含まれていた為と考え

られる。 

3-2 授業課題別の抽出語の対応分析（図 1） 

授業毎の課題別の特徴語を明らかにする為、対

応分析を行った。図中の数字は課題番号（授業回

数）であり、数字周辺に配置された語はその課題

の特徴的な語を示している。また、座標(0,0)付近

にある語は全課題に共通する語である。 

課題①｢小学校４年間の表現運動実践の秘訣｣で

は、｢動画｣｢実践｣｢体育｣｢児童｣の語。課題②「う

ちで踊ろう」では、｢オンライン｣｢恥ずかしい｣｢気

持ち｣｢体｣｢動かす｣｢楽しい｣｢音楽｣｢即興｣｢踊る｣

の語。課題③「パプリカ」では、｢基本動作｣｢知る｣

｢歌詞｣｢振付｣｢難しい｣｢動き｣｢使う｣｢即興｣｢人｣

｢踊る」の語。課題④「ダンスの基本的内容を考え

る」を視聴して学んだ事は、｢教師｣｢指導｣｢言葉｣

｢雰囲気｣｢自由｣｢リズム｣｢創作｣｢学年｣｢大切｣｢グ

ループ｣の語。課題⑤「online 授業全体に関して」

は、｢online｣｢授業｣｢表現｣｢恥ずかしい｣｢楽しむ｣

｢考える｣が特徴的な語であった。 

Keiko Kiyama
取り消し線
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これらの結果より、回を重ねるにつれ｢恥ずかし

さ｣｢難しさ｣が軽減され、｢体｣｢動かす｣｢即興｣｢表

現｣｢自由｣｢踊り｣｢楽しむ｣語が増加した。また指導

者の各教材への目標に関する語が、特徴語として

挙げられた。特に課題④では発達に応じた教材選

択や言葉かけや雰囲気づくり、各ダンスの指導法

の違いも含め、学生自身や子どもや教師の立場か

ら「表現運動・ダンス」を捉えていた。 

共通する語では、ダンスを｢踊る｣｢感じる｣｢考え

る｣｢知る｣｢合わせる｣｢グループ創作｣｢楽しむ｣等

であり、ダンスが｢分かる×できる｣に通じるこれ

らの語は指導者が学生に願った事項である。 

online授業全体については、体を動かせた事や

グループの即興表現に満足した事。また、数値は

少なかったが｢教師にほめられ自信がついた」｢ダ

ンスは対面でクラス 20名と一緒に踊りたい」があ

げられた。クラス 20 名が一緒の発表場面にした工

夫も高じて、画面越しではあるが one チームを実

感する機会にもなったようである。授業後に、ま

だ会った事もないクラスメイトとリズム系ダンス

を onlineで踊ったと報告した組もいた。 

 

４．結論 

コロナ禍で onlineダンスを試みた結果、次の事

が明らかになった。 

が明らかになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.onlineで体を動かしグループ即興表現に満足 

2. ｢分かる｣と[できる]の往還の授業 

3.授業課題を理解し、児童・教師の立場で表現や 

ダンスを捉える事ができ、教員養成系授業とし

ての目標達成ができた 
【今後の課題】 

指導者側では、教材提示やスティーデントアシ

スタントとの打合わせも含め、事前準備が必須で

あり、授業当日も試行錯誤しながら臨機応変に対

応する事や、コロナ禍後も onlineのバリエーショ

ンを増やせる努力や情報発信をしていきたい。 

 

【引用・参考文献】 

1)日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門

舞踊研究会プロジェクト研究｢with コロナ時代

のダンス授業｣調査結果報告.2020 

2)髙橋和子.オンラインダンス授業の成果と課題:

主体的対話的な学びの実現.女子体育 vol.62-10 

.42-45.2020 

3)髙橋和子.ダンスとはからだの境が溶解してい

く瞬間.体育科教育.大修館書店 vol.68.9.2020 

4)髙橋和子.かかわりを重視したプログラム開発:

「からだ気づき」の教材「卵は立つ」の有効性. 

静岡産業大学紀要.スポーツと人間 vol.5-1.47-

62.2021 

 

 
図１ 課題別の抽出語の対応分析 
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「身体表現論」の授業前後における受講生の自由記述回答の内容分析 

―コミュニケーションに対する認識の変容― 

 

幅田彩加 村田芳子 
（平成国際大学） 

１．諸言 

本学のスポーツ健康学部では「高いコミュニケー

ション能力を有した指導者の育成」をディプロマ

ポリシーとして掲げており，学部必修のコミュニ

ケーション関連科目の一つとして「身体表現論」

の授業が開講されている．この授業では，多様に

広がるダンスとスポーツを『身体表現』という大

きなくくりから捉え，スポーツとダンスの持つ意

義と両者の新たな関わりの可能性を探っていくこ

とをテーマとしている． 
このような視点で行われる授業に対して，受講生

はどのような反応を見せるのか．昨年度，最終課

題レポートから授業内容に対する反応傾向を調べ

た結果，スポーツを身体表現として捉える視点へ

の受講生の反応は高く，新たな気づきを得ている

様子も確認された（幅田ら，2019）．しかし，それ
がコミュニケーション能力の向上にどのような変

容を及ぼしたかを明らかにするまでには至らなか

った． 
そこで本研究では，「身体表現論」の授業初回，

及び最終回に実施したコミュニケーションに関す

る質問紙調査をテキストマイニングの手法を用い

て分析し，受講生のコミュニケーションに対する

認識の傾向，及び変容を明らかにすることを目的

とする. 
 
２．方法 

⑴調査対象と内容 

2019 年度春学期本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 53 名 (受講生 58 名中，初回と最終回

の両方のデータが揃う者のみ）に，授業の初回，

及び最終回に自由記述回答形式の質問紙調査を実

施．質問紙の中で今回分析に使用したのは３項目

の内の１項目「あなたにとってコミュニケーショ

ンとはどのようなものですか？また，コミュニケ

ーション能力の向上をどのように捉えています

か？」 

 

⑵分析方法 

本授業の初回と最終回に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．  
 
３．結果と考察 

⑴テキストデータの概要 

 

     
 

⑵語彙の出現頻度と変容        

抽出した語彙の出現回数のデータにおいて，初

回と最終回調査の頻出度に顕著な変容があった単

語を見てみると，初回は「伝える」の語が７回，

最終回は 21 回となっており，頻出回数が３倍に
上昇している．また，「伝える」の語が「話す」の

語よりも頻出が多くなっている．「話す」とは，「自

分の言いたいことを言う」という自分主体の感覚

であり，「伝える」になると「相手に分かりやすく

言う」という相手主体に変化する．ここから，コ

ミュニケーションというものが，自分から発する

ことで終わるのではなく，自分の発信が相手に受

け取られるイメージにまで広がったと考えられる． 
次に，「身体」という単語が初回には出現してい

なかったが最終回のデータに新しく現れている

（11回）ことが挙げられる．ここから，言語的コ
ミュニケーションだけでなく，身体を通した非言

語的コミュニケーションがあることを認識したこ

とが考察される．これは，身体でもコミュニケー

表１ 初回のデータ概要 

  
  

表２ 最終回のデータ概要 
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ションが行われることへの大きな気づきである． 
 

⑶語彙の共起関係からみる認識傾向と変容 

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．結果は図１・２の通

りである． 

 
 

 
 
 
４．結論 

・ 最終調査では，言語だけでなく身体を通した

非言語的コミュニケーションがあること，ま

た「ダンス」と「スポーツ」の結びつきを認識． 
・ 初回と最終回のデータ比較から，コミュニケ

ーションとは「会話」と最初は捉えていたが，

言語だけでなく身体でもコミュニケーション

が行われることへの大きな気づきがあった． 
・ 身体と心の結びつきを認識し，コミュニケー

ションとは「相手に自分の気持ちや感情，意見

を伝えること」というように考えが変化．コミ

ュニケーションでは何のやり取りがなされて

いるか，という深い思考に至り，言葉にはなら

ないものへの意識が育っている様子がみられ

た． 
・ コミュニケーションというものが，自分から

発することで終わるのではなく，自分の発信

が相手に受け取られるイメージにまで広がり，

人間関係を構築する上で大切なものであると

捉えていた．コミュニケーションによって何

が成されるのか，何の為に必要なのかという

所に考えが深められていた． 
以上のような，コミュニケーションに対する認識

の変容が明らかとなった． 
 
【追記：コロナ禍において】 

2020 年度も本研究と同じ調査を実施.その際に
以下の質問項目を追加した.「コロナ禍でのオンラ
イン授業や自粛生活によってコミュニケーション

にどのような影響を及ぼしたと思いますか？新た

に気付いた点など具体的に述べてください.」 
（回答期間：2020年 7月 27日〜8月 1日） 
2020年度の受講生の回答データを見てみると，
コロナ禍での自粛やオンライン授業によって，直

接的なコミュニケーションの機会は大きく奪われ

たが，そのようなコロナ禍の生活がコミュニケー

ションの重要性を強く再認識している様子が明ら

かとなった．現在も密集・密接を避けた中で生活

や授業が強いられ，身体的コミュニケーションの

機会は少ない．しかし，コロナ以前の生活が戻っ

て来たときに，コミュニケーションが希薄になっ

ているのではなく，この環境の変化が大きな気づ

きをもたらしたと言えるように働きかけていきた

いところである． 
 
＊本研究は，（公財）ミズノスポーツ振興財団に

よる 2020 年度スポーツ学等研究助成，及び令和
２年度平成国際大学研究助成の取り組みの一環と

して実施されたものである． 
 

図２ 最終回調査における抽出語の共起ネットワーク 

  
  

図１ 初回調査における抽出語の共起ネットワーク 
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創作ダンス授業における「踊る」「創る」活動の一考察 

―「校歌」を題材とした授業実践から― 
 

河合史菜（岡山理科大学）・丸山博文（長崎市立土井首中学校） 
                               

1. はじめに  
創作ダンスの学習は「踊る」「創る」「観る」の

3要素で構成されているが，「創る」活動では，生
徒が難しさを感じていることが報告されている

（中村・浦井，2006）。例えば木村（1996）は，
生徒がテーマや作品について延々話し合いを続け，

いざ動きにする際に，どのように動けばよいかわ

からない状況に陥る例を指摘している。またテー

マやイメージから動きを引き出そうとすると，生

徒は『お話』をつくり，ジェスチャーやパントマ

イムなどの説明的な動きで表そうとすること（中

村，2012）も往々にして起こりうる。このような
課題を踏まえると，「創る」活動が容易となる題材

の検討や，「踊る」ことが「創る」ことへ自然に繋

がるような授業が求められる（成瀬，2013）。 
そこで本研究では，「校歌」を題材とした創作ダ

ンスの授業実践を報告し，「踊る」「創る」活動に

着目した成果と課題を考察した。 
2. 研究方法 
対象：A中学校第 2学年 1クラス生徒 15名（男 

子 6名，女子 9名） 
期間：2020年 2月 14日・2月 14日・20日・ 

21日・27日・28日 計 5時間 
以下の資料を基に，実践を検討した。 
1） 生徒の学習カード（毎授業後に実施） 
2） 発表会時の感想（生徒が付箋に記載） 
3） アンケートによる授業評価（全 5回が終了後
に実施） 

4） 授業検討会の音声記録（保健体育教員との授
業反省・検討会） 

5） 授業記録（ビデオカメラ 1台にて授業全体を
撮影） 

3. 授業内容 
1） 授業の視点 
 本授業の設定にあたり，保健体育教員からの次

のような相談を受けた。 

「A中学校は閉校予定の学校であり，次年度が最
後の体育祭となる。そこへ繋がるような，生徒の

心に残るダンス作品を創作できないだろうか。」 
そこで，学校独自の「校歌」を題材としたダン

ス作品を創作することを提案した。また創作活動

において，歌詞がイメージを捉える手掛かりにな

るのではないかと考え，授業を設定した。 
2） 授業内容とねらい 
 授業内容とねらいは次の通り設定した。 
領域：創作ダンス 単元全 5時間 
指導者：T1外部指導者 1名（舞踊教育を専門とす 

る大学教員）/T2保健体育教員 1名 
生徒の様子：生徒はこれまで，体育祭等を通して

ダンスに取り組む中で，リズムに乗って弾んで踊

る楽しさは学習済みであったが，動きに変化を付

けて即興的に表現する学習ははじめてであった。 
そこで単元を通して，最終的に「校歌からダンス

作品を創る」ことを目指し，全 5時間を実施した。 
表 1 授業内容とねらい 

 
4. 結果と考察 
1） 授業評価 
アンケート調査の結果（表 2），生徒全員が本授
業を「楽しい」と感じたことが分かった。また 9
割以上生徒が「踊れるようになった」と感じたこ

と，「ダンスへの興味・関心が高まった」と感じた

ことが分かった。このことから，本授業は概ね生

徒から高い評価を得たと言える。 

時間数 ねらい 主な授業内容

1時間目
「走るー止まる』からイメージを捉え，
メリハリを付けて動こう

ウォーミングアップ（2人組ストレッチ・リズムで弾んで踊る），走る―止まる（見る），まとめ

2時間目
校歌からイメージを捉え，変化をつけて
動こう（メリハリを付けて動こう）

ウォーミングアップ（2人組ストレッチ・リズムで弾んで踊る），走る―跳ぶ―止まる（見る）
グループ編成，グループ別に「校歌」を題材に創作する，見せ合い，まとめ

3時間目
校歌からイメージを捉え，変化を付けて
動こう

ウォーミングアップ，（2人組ストレッチ・リズムで弾んで踊る），集まる―飛び散る，
グループ別に「校歌」を題材に創作する（完成），見せ合い，生徒同士の振り返り，まとめ

4時間目 ダンス作品の精度を高めよう
ウォーミングアップ（リズムで弾んで踊る）
グループ別の踊りこみ，見せ合い，生徒同士の振り返り,まとめ

5時間目 自分たちの表現を発表しよう
ウォーミングアップ（リズムで弾んで踊る）
グループ別の踊りこみ，最終発表，生徒同士の振り返り，まとめ
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表 2 アンケートによる授業評価 

 
2） 「創る」に着目した「校歌」の題材 
「創る」に着目して検討した結果，以下の 3点
の成果が挙げられた。 
① 歌詞に「情景」や「動き」が含まれることで
動きを捉えやすくなる。 

例えば授業において，生徒は「磨かれて」とい

う歌詞から，一人の生徒を全員が磨く動きを提案

した。また「学び行く」歌詞から，教室で勉強す

る様を提案した。 
② 身近な物・事を表す歌詞であることで，イメ
ージの広がりを創り出す。 

例えば授業において，生徒は「平和の光」の歌

詞から，鳩が飛び立つ動きを提案した。また「我

が学び舎」から，自分たちの学校をかみしめるイ

メージで力強く地面を踏む動きを提案した。 
③ 校歌の成り立ちや，歌詞の意味を調べること
で，学校の歴史や地域の理解へ繋がる。 

例えば，歌詞の理解を深めることで，表したい

イメージや動きの工夫が具体的になった。また歌

詞の解釈や表したいイメージをグループ間で意見

交換する様子が見られ，具体的な動きの提案へ繋

がった。 
以上のように「校歌」を題材とした授業では，

「創る」活動において，生徒が歌詞からイメージ

を捉えること，動きを提案することが容易になっ

た様子が窺えた。また歌詞の意味を調べることで，

学校や地域の理解へ繋がり，表したいイメージや

動きが具体的となった様子も窺えた。 
3） 「踊る」「創る」学習の接続 
単元が進む中，「創る」という点では、前述した

成果がみられた一方で，「踊る」という点では，動

きのダイナミックさやメリハリ等の工夫が見られ

ないことが課題として生じた。そこで保健体育教

員と協議し，単元後半では，「走る―止まる」活動
から「メリハリをつけた動き」に触れ，「集まる―
飛び散る」活動から「空間の使い方」について触

れることで，「創る」活動で見つけた動きの，工夫

の仕方を指導した。その結果，「創る」活動におい

て生徒が見つけた動きは，空間や緩急に変化をつ

けた動きへと発展した。このことから，「校歌」を

題材とした授業の学習過程では，「踊る」「創る」

活動の接続において，①「創る」活動を通して，

歌詞にふさわしい動きを見つける，②見つけた動

きに対して，変化の仕方や体の使い方を工夫する，

という 2つの段階があると考えられた。本授業で
は①から②への学習過程を踏んだため，まず生徒

自身が動きを見つけ選び取る過程があり，次いで，

見つけた動きを工夫するための「動き方・体の使

い方」過程へ発展した。この学習過程により，生

徒自らが納得感をもって表現する様子が窺えた。

保健体育教員との授業検討会においても，この点

について次のように触れている。 
「生徒達も，なんでこういうことをやっている

んだっていう自覚が腑に落ちると動きも変わって

きたりするのかなって（感じた）。」「表現の違いが

面白いなと見ていたんですけど。僕が気になった

のはメリハリで・・（略）・・でも逆にあまりそう

いうところを言いすぎると子供たちが委縮してし

まって、表現が減るのかなって感じた。」 
これらのことからも，「校歌」を題材としたダン

ス授業では，上記①②の学習過程を経て，生徒自

らが見つけた表現を大切にし，「踊る活動」へ導く

ことが重要であると考える。 
5. まとめ 
「校歌」は，歌詞に「情景」や「動き」，生徒の

身近な物事を表す内容が含まれており，生徒にと

ってイメージや動きを提案しやすく，「創る」活動

として易しい入口であると考えられた。また「創

る」活動で動きを見つけた後に，変化の付け方や

体の使い方を学習することで，生徒の表現を活か

した「踊る」活動へ導くことが重要であると考え

られた。 
主要文献 

1） 木村真知子（1996）ダンスの教え方・考え方．
吉田茂・三木四郎編，教師のための運動学．

大修館書店，255-263． 
2） 中村安希子（2012）「今ここにいる自分」を感
じて歩く．体育科教育，60（2）：40-43．大修
館書店． 

 

そう思う ややそう思う あまりそう思わない

「ダンス」の授業は楽しかったですか？ 100 0 0
「ダンス」の授業を通して，授業を受ける前よ
りも踊れるようになりましたか？ 79 14 7
「ダンス」の授業を経験して，「ダンス」への
興味・関心が高まりましたか？ 64 36 0

回答（単位：％）
質問項目
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快感覚と呼吸が導く，低速度全身連動性ムーブメント・アプローチ開発に関する研究 

 

清水 知恵（福岡教育大学） 

 

１．はじめに 

 身体の動きを用いた教育・療法は，動きを通して，

調和のとれた心身の発達を援助するものである．本研

究では身体の動きを通したアプローチを行うが，これ

までの研究では，関節の連鎖性を伴う滑らかな全身運

動が身体を通った際，筋膜がリリースされることによ

り身体の歪みが取れ，身体的な痛みや不定愁訴が消失

し自己概念も向上することが明らかとなっている（清

水, 2004, 2005; 清水・橋本, 2018）． 

 ＜研究の目的＞ 

 本研究では，個人固有の「快」の感覚と，自然界の

調和比を取り入れた，呼吸が導く，ゆっくり丁寧に動

く全身連動性のある動きのアプローチ（以下，「低速度

全身連動性ムーブメント・アプローチ」と略す）によ

って，歪みの少ない身体を獲得し，心身のリラックス

度を向上させることを試み，介入前後で心身リラック

ス度は向上するかについて明らかにすることを目的と

する． 

 これにより体験者は，身体的な痛みや違和感から解

放されるだけでなく，自力による身体調整法の一つを

身につけ，自分自身でより良い状態へと導けるアプロ

ーチを身につけられることが期待できる．またこのア

プローチによる身体の内部感覚や内的動きの変化を捉

える感覚である動感（キネステーゼ）の習得は，身体

知の創発・構築においても示唆を与れられる可能性が

推察される． 
２．介入による実験研究 

  ＜研究方法＞ 

 1) アセスメント 

 身体に合う呼吸リズムに着目し，個々の呼吸にあわ

せて（呼気→停止→吸気→停止→呼気 など），舞踊に

類した滑らかな動きで，全身の関節連動性を伴い，指

先・足先等の末端から末端まで，連続する運動連鎖の

ある動きを組み合わせ，90秒程度の動きのフレーズを

適用した．  

 動きのアプローチに使用できる自然界の法則は多く

あると考えられ，例えば，一内角が 120度の三角形の

辺の比 3：5：7や，ピタゴラス数 a2+b2=c2となる三角

形の 3辺の比が3：4：5になる，自然界における安定

した調和比などがある（池上, 2003）．本研究ではその

中の一つであるハニカム構造にみられる調和比を基準

に，一内角が120度の三角形の辺の比 3：5：7を用い

て，吸気：停止：呼気＝3：5：7 の呼吸リズムを用い

る．この呼吸に，低速度で運動連鎖を有する，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組み合わせ，90秒〜2分程度程度

の動きのフレーズを体験してもらうようにした． 

 使用する動きのアプローチは，先行研究（2019,清水）

と同じアプローチで，身体調整法の分野で研究が重ね

られてきた操体法（橋本, 1987）および三軸修正法（池

上, 2003）を基に，個人固有性の呼吸リズムを生かし

た動きを体験させた．なお，これらの動きは個人の呼

吸に対応し，試技等も必要ない点において独創的視点

を持つと考えられる． 
 2) 被験者  

 被験者は，F 大学の大学生（実験群およびコントロ

ール群）で，F大学の学生 20名を対象に，ムーブメン

トの有効性を見るための介入研究を行うこととした

〔体育専門実技授業「ダンス」受講学生．介入群：10
名コントロール群：10 名〕．なお，協力は，強制力を

持たない形で協力可能な大学生を募り，呼びかけに応

じてくれたボランティアの大学生を対象に，無記名で

協力をえられる体制を組んだ． 

 3) 介入期間・時間 

 週1回，90分の時間を使い，介入期間が2週間であ

った先行研究をふまえ（清水，2019），3週間の介入研

究を行なった． 

 4) 測定尺度  

 質問紙は，この動きのアプローチの適応を将来的に

中学生にも考えているため，中学生に対するストレス

マネジメント教育[STM 教育]においても効果検証され



快感覚と呼吸が導く，低速度全身連動性ムーブメント・アプローチ開発に関する研究 

30 
 

ている「リラクセーション感尺度」（下田・田嶌, 2004）
を用いた．この尺度は，3因子〔爽快感(1-4)，安堵感

(5-8)，覚醒感(9-11)〕，「身体的リラクセーション感」

として 2因子〔身体的疲労感の低減(12-14)，身体のこ

わばり緩和(15-17)〕の 17項目からなる尺度である心

身両面が把握可能な尺度である． 

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，3 週間で

は交互作用は見られなかった(p>0.05)．そのため，項目

別の主効果を見ることとした，その結果，6 番目「ほ

っとした気分だ」(F=11.30, p< 0.001)，第 7項目「安

心感がある」(F=7.25, p< 0.008)，第 13項目「体がす

っきりしている」(F=5.64, p< 0.02)，これらに関する項

目で，有意な交互作用がみられた．なお，その他の項

目に関しては，本研究では実験前後における交互作用

はみられなかった(p>0.05)。 
 このことから，コントロール群と比較し，実験群は，

「ほっとした気分だ」「安心感がある」「体がすっきり

している」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，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は，動感の肯定的な変化を生じ

させているのではないかと推察される． 
４．結論 

 本研究より，低速度全身連動性ある動きのアプロー

チは，本研究の３週間では交互作用は見られなかった

が，「リラクセーション感尺度」における下位概念の３

項目に肯定的変化傾向が見られた．  
 このことから，呼吸を生かした動きの経験そのもの

が新たな動感を獲得させる方向へ作用したのか，動き

の経験によって調和的な身体に類した状態を得たこと

が効果的に働いたのかについて言及することはできな

いが，上記2変数のどちらか或いは2つの変数が，と

もに効果的であったともいえるかもしれない。今後，

肯定的変化をもたらした要因について，新たに検討す

る余地があると考えられる。 
５．今後の課題   

 個に対応した動きの学習方法，などについて改めて

検討する必要があると考えられる．また，身体知の創

発・構築に繋がる身体内部の感覚である動感（キネス

テーゼ）を高める方法がさらに探求される必要がある

と思われる．さらに，介入実験においては，介入期間

を伸ばし，被験者数を増やし，運動分野を専門としな

い一般学生を対象とした実験や，質問紙調査とともに

自由記述や半構造化インタビューを組み合わせること

により，総合的な分析が可能になる．また次の段階と

して，中学生への介入による予備実験・本実験の実施

を行い，検証を試みることも必要であると考えられる． 
 1．「個」に対応した動きの学習方法の再検討：体内

ルートを感じさせる言語表現の方法の検討． 
 2.「身体知」の創発・構築に繋がる身体内部の感覚

覚醒方法検討の必要性，および動感（キネステーゼ）

を高める方法の検討． 
 3. その他，被験者数を 40 名以上確保する，一般学

生クラスで実験を行う，介入期間を延長する，質的側

面に着目し自由記述や半構造化インタビューの分析方

法などを併せて行うことが必要であると考えられる． 
６．参考文献  
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清水知恵（2005）舞踊における動きの質と舞踊セルフ・

エフィカシーとの関係－5 週間の実験前後の変化

に着目して－．教育実践研究13: 55-61. 
清水知恵・橋本公雄（2018）連動性を伴うムーブメン
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シーの変化．福岡教育大学紀要67(5):67-77. 
清水知恵（2019）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．舞踊教育学研

究22：18-19. 
下田芳幸・田嶌誠（2004）中学生に対するストレスマ

ネジメント教育に関する研究－「リラクセーション
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オンデマンド授業におけるカポエィラ・エクササイズの実践報告 

 

小笠原大輔（湘北短期大学） 

 

                               

１．はじめに 
2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、本学では 4～5月はオンライン授業を行
い、6 月からは対面授業とオンライン授業の併用
となった。オンラインでは時間割の都合上、曜日

によってオンデマンドを選択せざるを得ない授業

もあり、「体育実技／理論」もそれに該当する。本

授業では、心身の健康維持のための運動を行うと

いう目的で、ブラジルの伝統武芸であるカポエィ

ラをエクササイズとして行った。今回はその実践

報告を行う。 
 
２．方法 

2020年度「体育実技／理論」（通年 30回）前期
15回のうちの 6回をオンデマンド授業で行い、そ
のうちの 3回（6/19、7/3、7/17）で「カポエィラ・
エクササイズ」（カポエィラの動きを取り入れたエ

クササイズ）を行った。履修者は保育学科 1 年生
145名である。内容は準備体操を含め 40～45分程
度とし、毎回視聴及び実施後に Googleフォームに
て 100字程度で感想を提出してもらった。また、
前期終了時に質問紙によるアンケート調査を行っ

た。Q6 以降は「とてもそう思う」「まあまあそう
思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」の 4
件法である。統計的解析には JavaScript – STAR 
XR及び KHcoder3を用いた。 
 

３．結果及び考察 

1）各質問に対する回答 

Q1.「カポエィラ」を知っていましたか 
「今回初めて知った」者が 85％であった。初め

て体験する種目に対するやりにくさもあったと思

われるが、未体験の種目および文化に触れる良い

機会となったという記述も見られた。 
 

Q2.動画（全 3回）は全部見ましたか 

15％の者は複数回見逃していることが明らかに
なった。入学後、学内において授業を受ける前に

オンライン授業に突入したことから、e-learning
システムによる授業に慣れておらず、オンデマン

ド授業を見逃してしまう者も少なくなかったよう

である。 
 

Q3．動画を見ながらどの程度体を動かしましたか 

61％の者が「かなり動かした」ないし「まあま
あ動かした」と回答しているが、残りの 39％の者
が「少しは動かした」「全然動かさず、視聴しただ

け」と回答している。すなわち約 4 割の者が実際
に室内で運動することが難しいということが明ら

かになった。その理由は「スペースが無い」や「足

音を気にして」といった住環境によるものが 75％
を占めていた。 

 

Q4．各回の動画は繰り返して見ましたか 

19％の者が複数回視聴していた。繰り返して見
直すことができる点はオンデマンド授業の大きな

メリットの一つである。 

 

Q5．家族も参加（視聴または運動）したことがあ

りますか 

 8％と僅かではあるが、家族も一緒に参加してい
た。カポエィラの醍醐味である「動きのやり取り」

を家族とともに行うことにより体験できたという

報告もあり、これもまたオンライン授業のメリッ

トの一つであるといえる。 
 

Q6．動画は分かりやすかったですか 

 「とても」「まあまあ」合わせて 100％の者が「分
かりやすかった」と回答している。矢印などのマ

ーカーを活用し、動きのコツや方向などを視覚的

に教示できる点は動画ならではの利点である。 
 



オンデマンド授業におけるカポエィラ・エクササイズの実践報告 

32 

Q7．楽しかったですか 

「とても」「まあまあ」合わせて 97％の者が「楽
しかった」と回答している。思い切り動けない者

も少なくない中でもこれだけ多くの者が楽しさを

感じることができたのは予想外であり、オンデマ

ンド授業の可能性に期待できる結果でもあった。 
 
Q8．難しかったですか 

「とても」「まあまあ」合わせて 98％の者が「難
しかった」と回答している。動きそのものもさる

ことながら、画面を見ながら行うことの難しさ、

また前述した自宅で行うことによる物理的な難し

さもあった。 
 
Q9．体力的にきつかったですか 

「とても」「まあまあ」合わせて 82％の者が「き
つかった」と回答している。準備体操の段階でき

ついと感じる者もおり、自粛期間における身体活

動量低下の背景が垣間見える記述もあった。 
 
2）テキストマイニングより 

 各回の授業の感想から KHcoder3を用いて、テ
キストマイニングを行った。有効回答数（回答率）

は 1回目 117（81％）、2回目 116（80％）、3回目
129（89％）であり、総抽出語数は 30,314、異な
り語数は 1,709 であった。抽出された語よりコー
ディング・ルールを作成し、「エクササイズ」「動

き」「楽しい」「難しい」「（保育）現場の想定」「文

化」の６つのコードを作成（カテゴライズ）した。

これらを用いて 3 回の授業を比較した（カイ二乗

検定）ところ、「楽しい」および「動き」は 3 回
ともそれぞれ出現率 9 割以上、8 割以上というこ
ともあり有意差は認められなかったが、増加傾向

にあった（「楽しい」：91.45％→95.54％→96.90％、
「動き」：83.76％→86.61％→89.92％）。一方、
「エクササイズ」は 64.10％→57.14％→41.09％と
有意に（p<.01）下降している。授業内容自体は回
を追うごとに難易度・運動強度ともに高くなるよ

う設定してあることから、受講者にとってエクサ

サイズ効果に対する意識よりも相対的にカポエィ

ラの動きそのものや楽しさの印象の方がより強く

なっていったのではないかとも考えられる。 
 

４．まとめ 

オンデマンドによるカポエィラ・エクササイズ

は多くの学生にとって「オンデマンド」と「カポエ

ィラ」という二重の「初めて」となったが、回答し

た（できた）ほとんどの者にとって「楽しい」授業

となったようである。オンデマンド授業は難しい

ところを「繰り返し」視聴し、また「一時停止やス

ロー再生」を行うことで、より深い理解に繋がる

と期待できる。そういった点では非常に大きなメ

リットであるといえる。 
一方、ネット環境およびオンライン授業のシス

テム自体の理解度（授業ページにたどり着けない、

感想の提出の仕方が分からない等）により受講状

況が左右されることのほか、この 2 点がクリアで
きても「そもそも動くスペースが無い」という住

環境要因により実技科目を行うことが困難である

という学生が少なからずいることが今回の調査で

浮き彫りとなった。提供された教材自体はもちろ

ん受講生全てにおいてある程度公平性が保たれて

いるものの、学びの機会・環境としてはここにど

うしても差が生じてしまう。先述のとおりオンデ

マンドのメリットは大いにある。しかしながら、

この物理的な制限は実技系科目にとって今後も非

常に大きな課題である。 
 
参考文献 
・中野博幸・田中 敏 js-STAR XR version 1.0.0j 

http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/ 
・樋口耕一（2020）『社会調査のための軽量テキス 
ト分析 第 2版』ナカニシヤ出版 

＜6つのコードのコーディング・ルール＞ 
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ソマティック・ムーヴメント／ダンス ワークショップ 

内と外のつながり 
 

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

I ワークショップの背景 

1. ソマティクス 

Living Body（生身の身体）を意味するギリシャ

語の「Soma（ソマ）」に由来する Somatics（ソマテ

ィクス）とは，一人称の知覚で内側から経験され

る，生きているからだ・人間の存在に目を向ける

実践や研究領域である（Hanna 1986）。アウェアネ

ス，生物学的機能，そして他者を含む環境とのあ

いだの相互関係のプロセスのアートおよびサイエ

ンス（Hanna 1983）とも表現され，一人称の身体に

重きを置きながらも，二人称，三人称の視座も往

還するダイナミックな世界観をもつ。 
2. ソマティック・ムーヴメント／ダンス  

ソマティック・ムーヴメント／ダンスは，ソマ

ティクスに立脚したムーヴメント／ダンスである。

ソマティック・エデュケーターは，受講者との創

造的な相互関係のなかでムーヴメント，言葉，場

合によりタッチを用いて感覚的な経験を導く

（Eddy 2016）。大抵の場合，エデュケーターは依拠

するソマティック技法・システムをツールとして

用いており，その専門家である。 
3.Laban/Bartenieff Movement Studies/System (LBMS) 

LBMS はソマティック・システムの一つであり,
ソマティクス領域においてムーヴメントの経験を

導く言葉の使い方を支えてきた（Eddy 2016）。ムー

ヴメントの描写, 解釈, 記録が可能であるため，そ

の活用幅が広い。システム（System）として活用で

きる LBMS の基盤には活用者自身の探究・研究

（Studies）がある。筆者は LBMS の認定資格であ

る CMA（Certified Movement Analyst）を米国にて

取得し, 教育実践全般に LBMS を活用している。 
II ワークショップの内容と流れ（90 分×2） 

筆者／エデュケーターが言葉で導いていくこと

で，受講者が内側の感覚を研ぎ澄ませてからだの

声を聴き，意識的に動き踊りながら，自身の内側

と外側の空間をつなげることを目標とした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表1  ワークショップの流れ：内容とコンセプト 
時間 内容 コンセプト 
00:00 イントロダクションと本日のテーマ 
 今の身体の感覚を描く  
10:00 内と外の境の皮膚に触

れる 
タクタイル（BODY） 

20:00 外側の空間を感じる キネスフィア（SPACE） 
リーチ・スペース：ニア，
ミッド，ファー（SPACE） 

30:00 内側の空間を感じる インナー・テリトリー
（SPACE） 
呼吸：シェイプ・フロー
（SHAPE） 
リクイッド・ブレス 
ボディ・オーガニゼーショ
ン（中心―端）（BODY） 

45:00 
 

３面に焦点を当てたミ
ニ・ダンスを踊る 

３面：車輪，ドア，テーブ
ル（SPACE） 

55:00 
 

呼吸の質，リズム→ム
ーヴメント，ムーヴメ
ント→呼吸の質リズム
の体験 

内と外の空間をつなげる 
 

65:00 
 

・ミニ発表で見合う：
A,B グループに分か
れ，A→B, 自由(即興)
→ABの順で踊る。踊
らない時は画面外に出
て仲間のダンスを観る 
・身体感覚，感想をチ
ャット欄に記入する 

これまでの統合：外と中を
つなげる＋個のリズム：フ
レージング
（EFFORT/DYNAMICS）
＋他者を観る 

80:00 今の身体の感覚を描く  
まとめのスライドとアンケートのお願い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図1 「本日のムーヴメント・コンセプト」簡易版 

EFFORT/DYNAMICS

フレージング

SPACE

キネスフィア
リーチ・スペース︓ニア，ミッド，ファー

3⾯︓⾞輪，ドア，テーブル
インナー・テリトリー（Haisma 2020）

BODY

タクタイル
ボディ・オーガニゼーション（中⼼ー端）

リクイッド・ブレス（Evans 2011）

SHAPE

シェイプ・フロー︓
グローイング，シュリンキング

              
図2 コンセプトの教示に用いた視覚的ツール 

キネスフィア 
シェイプ・フロー 

 
3面 
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III 受講者の体験内容 

 WS 後の質問紙調査「本日のワークショップは

どのような経験でしたか。何を感じ，考えました

か。理由とともにできるだけ詳しく教えてくださ

い。」および「ダンス経験（始めた年齢，ジャンル，

頻度）」の回答が，参加者 1回目 54名，2回目 56
名のうち，合計 53名の受講者から得られた。それ

らを大別した 7 つの内容，また WS前後の受講生

Y の描画（身体の感覚）を一例ずつ紹介する。 
1. Function/Expression（機能／表現） 

「単純に踊るだけでは身に付かないような，イメ

ージや表現に大きく関わるものを手にいれたよう

に感じた。意識して踊ったり感情を入れて踊る時

にモードに入るような感覚があったが，今回同じ

ようなものを感じた。」（8歳〜：ストリートダンス） 
2. Inner/Outer（内／外） 

「心の中のうねりが外に表れていくような気がし

ました。普段踊りに感情が出ず単調だと言われる

ことが多いためとても勉強になりました。表面だ

けではなく身体の中を感じることでより伸びやか

だったり見る人の心を動かしたりする動きができ

るのだと思いました。」（5歳〜：クラシックバレエ） 
3. Connectivity（コネクティヴィティ） 
「初めて自分の体の内部と動きがつながっている

ということを感じることができた。呼吸の流れに

そってムーブメントをすることで，無理なく，気

持ちよく踊れると感じた。」（小〜中：チアダンス） 
4. Inner Territory（インナー・テリトリー） 

「自分でフリを考えたりこう動こうと思って踊る

のではなく，もっと自分の中に内在的に存在する

ものに焦点を当てて体を動かすのが新鮮でした。」

（大学生〜：コンテ・創作） 
5. 自身の動きのパターン 

「背後に手を伸ばした時見たことない景色が沢山

あって，いつも踊る時に背後をいかに意識できて

いないかを思い知らされました。」（6歳〜：モダン） 
6. ムーヴメント・コンセプト，ムーヴメント言語 

「キネスフィアの考え方は，ありきたりな動きと

は違った自分が気付かない範囲への意識へとつな

がりました。特に大きく動くことに意識がとられ

がちになっていましたが，ニアやミドルへのアプ

ローチは新しい動きの発見につながりました。」（3
歳〜：バレエ・ジャズ） 
7. 教授の枠組み，クラスの流れ 

「（呼吸に関して）今回のワークショップで，今ま

でよりも感覚を掴むことができた。いきなり呼吸

に意識を向けようとするのではなく，初めに，内

と外の感覚を掴んでから取り組んだのが良かった

のだと思う。」（7歳〜：ジャズ） 
＜受講生 Y の描画＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 振り返りと今後の課題 

今回の Zoom WS を経験し，筆者自身が普段，い

かに全身をつかって感覚的に状況を捉えているの

かに気がついた。画面に映る受講生の部分的な身

体から，奥行き，息遣い，エネルギーを感じ取りな

がら臨機応変にファシリテートするには，このオ

ンラインの「場」における更なる訓練が必要であ

ると感じた。  
引用・参考文献／口承 
Eddy, M. (2016) Mindful Movement -The Evolution of the 

Somatic Arts and Conscious Action-. Intellect: UK/US.  
Evans, B. (2011) “Liquid Breath” in Evan’s Technique Class. 
Haisma, R. (2020) “Territory” at Haisma’s Online Workshop. 
Hanna, T. (1983) The Whole World of Inner Experience, 

SOMATICS Magazine-Journal of the Bodily Arts and 
Sciences, 4(2): 0-1. 

Hanna, T. (1986) What is Somatics? SOMATICS Magazine-
Journal of the Bodily Arts and Sciences, 5(4): 4. 

付記：本研究は筆者所属大学の倫理審査委員会の承認済 

 
図3  Zoomワークショップの様子 

  
       WS 前             WS 後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4   
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藤田善宏ダンスワークショップ 

日常をおどる 

 

藤田善宏 

1．講師紹介  
振付家・演出家・ダンサー・デザイナー．パフォーマンスカ

ンパニーCAT-A-TAC(キャットアタック )主宰．ダンスカンパ
ニー・コンドルズメンバー．第 72 回文化庁芸術祭舞踊部門
新人賞受賞．福井しあわせ元気国体開会式典演技振付総合監

修．群馬大学非常勤講師．身体表現を駆使した台詞のない物

語，柔軟な発想を生かした異ジャンルとのコラボが得意．三

世代間で楽しめるダンス劇作品や石見神楽などの伝統芸能

とのコラボや児童演劇・幼児教育教材の監修に力を入れる．

小栗旬や加藤シゲアキ主演舞台への振付やステージング，桐

山照史主演舞台や NODA・MAP，山田洋次監督演出ミュージ
カルへの出演，NHK 教育番組の振付・出演他，MV，CM，
舞台作品，振付出演多数．障害者対象の WS も実施．愛猫家．
プロレス・仏像愛好家．メガネ・アンティーク収集家．       ©阿部章仁  
 
～講師より～  
僕が主宰している  CAT-A-TAC (キャットアタック )では， 身体表現を駆使したダンサー視
点からの無声劇を「ノンバーバルストーリーダンス」と銘打って公演を行っています．今

回は「言葉のないお芝居の表現方法」を念頭に，様々な感情を身体を使って伝える方法や，

日常のモノをユーモア溢れる発想で見立てる表現など，脳みそ柔らかくして一緒に楽しみ

ましょう ! 
 
2．実施内容  

12 月 17 日土曜の 13 時～と 14 時 40 分～の 2 回，実施した．当初は，1 回の定員 50 名
程度の予定であったが，参加希望者多数のため，2 回に分けての実施となった．参加人数
は，1 回目が 54 名（13 大学の学生及び教員），2 回目が 50 名（3 大学の学生及び教員）で
あった．  
 実施方法は，Zoom での遠隔，オンラインであった．群馬大学から発信し，参加者は，各
自 1 人 1 つの端末から繋がり，参加した．  
参加者は，A4 コピー用紙，ペン，椅子 (自宅にない場合は腰掛けるものなど )などを準備

し，それらを使った即興的な身体表現であった．  
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3．当日の様子  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．参加者からの声（一部抜粋）  
・普段しないことに新鮮さを感じ面白かった．  
・身近なものを使って表現することの楽しさを味わうことができた．  
・紙を使って動いただけでさまざまな動きが出てくるという発見があった．  
・紙飛行機を使い繋がるという新しいワークショップだったのでとても充実した時間を過

ごせた．  
・紙飛行機で他の大学の人と交流したときに，個性をたくさん感じられて楽しかった．  
・身近なものを用いた動きだけでも楽しむことができた．また，個々のグループになって

初めての人との交流が持てた．  
 
以上，藤田ワールドに引き込まれたあっという間の 90 分となった．  
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プロジェクト研究「with コロナ時代のダンス授業」実施報告 

 

廣兼志保(島根大学)清水知恵(福岡教育大学)山﨑朱音(横浜国立大学)細川江利子

（埼玉大学）木山慶子(群馬大学）熊谷佳代（岐阜大学）成瀬麻美（愛知教育大学） 

１．はじめに 

コロナウィルス感染拡大防止対策の一環として、

ダンス授業も新しい生活様式に対応する授業実践

が必要になった。そこで、本会では緊急企画とし

て「with コロナ時代のダンス授業」と題し、コロ

ナ禍でのダンス教育実践に関して会員が知りたい

ことや困っていること等を共有し情報を交換しな

がら新たな時代へ向けたダンス授業の実践のあり

方を探るプロジェクトを立ち上げることとなった。 

本プロジェクトは、会員を対象にアンケート調

査を実施し、コロナ禍における会員のダンス授業

の実態を明らかにすることから始まった。そして、

調査結果を手掛かりとして、会員相互で授業実践

に関する情報を交換し合う機会が設けられた。情

報交換の場として令和 2(2020)年 12 月 19 日にオ

ンラインで開催された第 40 回全国創作舞踊研究

発表会のプログラム中に「プロジェクト研究」の

時間を設け、「語り合う会」を開催した。 

２．会員を対象にしたアンケート調査 

会員を対象にしたアンケート調査は令和 2 年 8
月に web によって実施され、33 名の回答を得た。

調査結果は、後日メールで回答者に報告された。 
調査では、オンラインによるダンス授業とソー

シャルディスタンスを保った対面でのダンス授業

について、実施の有無、実施期間、授業科目の分

類、授業科目の形態、履修者数、授業内容や指導方

法の工夫点、コロナ禍でのダンス授業実践につい

て知りたいことや困っていること、等を回答して

もらった。回答結果の概要を抜粋して紹介する。 
(1)オンラインによるダンス授業について 

前期にオンラインでダンス授業を「実施した」

という回答数は 23(74%)であった。「実施しなかっ

た」は 7(23%)、「来学期に実施予定」は 1(3%)であ

った。オンラインによるダンス授業の実施期間は、

「学期の授業の一部をオンラインで実施」の回答

数が 13（57％）、「学期の授業全部をオンラインで

実施」が 10（43％）であった。授業科目は、「体育

科専攻専門科目」11（31％）が一番多く、次いで

「初等教育教科専門科目」が 8（23％）、「教養教育

科目」が 6（17％）であった。 授業科目の形態は、

「実習または実技」が 16（52％）と最も多く、「演

習」10（32％）、講義 4（13％）と続いた。オンラ

イン授業の形態は、「オンデマンド型」が 12（43％）、

「同期型」が 9（32％）、「双方の組合せ」が 7（25％）

であった。履修者数は、「50 人以内」が 14（38%）、

「20人以内」が9（24％）、「100人以上」が6（16％）

であった。授業内容や指導方法の工夫点について

は、オンデマンド型・同期型それぞれの特徴に応

じて、学生同士の学び合いや学生と教員の相互作

用を確保するための工夫、著作権の問題を解決す

る工夫、資料作成の工夫等があった。 
(2) ソーシャルディスタンスを保った対面でのダ

ンス授業について 
ソーシャルディスタンスを保った対面でのダン

ス授業については「実施した」が 15（49％）、「実

施しなかった」が 6（19％）であった。 
ソーシャルディスタンスを保った対面でのダン

ス授業の実施期間は、「学期の授業の一部をオンラ

インで実施」が 13（57％）、「学期の授業全部をオ

ンラインで実施」が 10（43％）であった。授業科

目は、「体育科専攻専門科目」が 8（40％）と一番

多く、次いで「保育科専門科目」が 4（23％）、「初

等科専攻専門教育科目」が 3（15％）であった。授

業科目の形態は、「実習または実技」が 15（79％）

と最も多く、「演習」4（21％）であった。履修者

数は、「50 人以内」が 9（43%）と最も多く、次い

で「20 人以内」が 7（33％）、「50－100 人」が 3
（14％）であった。授業内容や指導方法の工夫点
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については、感染拡大防止のための三密を避ける

様々な工夫がみられた。教室の収容人数を半数に

減らす、距離を保った学生間の立ち位置をマーカ

ーやシールなどで示して確認する、等の工夫が複

数の大学でみられた。 
(3) with コロナの状況下でのダンス授業実践につ

いて知りたいことや困っていることなど 
知りたいことなどについての回答は、「指導内容

について（オンライン授業、対面授業、オンライン

と対面授業に共通）」、「オンライン授業の実施方法

について（ハード面）」、「その他・要望」に大別で

きた。困っていることなどについての回答は、「オ

ンライン授業の実施方法について」「対面授業の実

施方法について」「その他・要望」に大別できた。 

３．第 40 回大会での「語り合う会」の開催 

(1)「語り合う会」の概要 
調査の結果、本会の会員は、保育者養成、小学校

教員養成、中学校・高校教員養成、教養教育、社会

教育、等、幅広い授業科目でダンス教育を実践し

ていることがわかった。また、「他の教員が実際に

どんな授業を実践したのかを知りたい」「授業実践

における工夫の具体例が知りたい」「今後の授業実

践についてどのように他の教員が考えているのか

を知りたい」というニーズがあることもわかった。 
一方、第 40 回オンライン大会では、会員懇親会

は実施されないことが決まっていた。実行委員に

は懇親会に代わる会員同士の交流の場を設けたい

という思いもあり、単に調査結果を報告するので

はなく、会員自身が当事者として主体的に参加で

きる「語り合う会」を企画することとした。 
そこで、「with コロナ～新たな時代へ向けたダ

ンス授業実践を探る～」と題して、令和 2 年度の

ダンス授業実践を振り返り、新たな時代へ向けた

ダンス授業実践につながるヒントを得ることを目

的に、会員同士が語り合う会を開催した。できる

だけ共通の話題をもつ参加者同士が語り合えるよ

うに、担当授業別のグループを編成しテーマを設

けてグループディスカッションを行うこととした。 
具体的には、各教員が担当している授業科目ご

とに「A:保育者養成」「B:小学校教員養成」「C:中学

校・高校教員養成」「D:教養教育・社会教育・その

他」の 4 つのグループを設定した。事前に、研究

発表会参加者に参加希望グループを回答してもら

い、グループを編成した。当日は、A グループに 5
名、B グループに 5 名、C グループに 5 名、D グ

ループに 6 名の合計 21 名が参加した。 
(2)「語り合う会」の内容 
 当日は、Zoomを用い以下のように会を展開した。 
全体会①→ブレイクアウトセッション→全体会② 
 全体会①で会の概要を説明した後、設定されたテ

ーマⅠ・テーマⅡにそってブレイクアウトセッシ

ョンを行い、グループ内で出た意見を 2 つ程度の

キーワードにまとめて全体会②で発表した。 
【テーマⅠ 今年度の授業実践のふりかえり】 

授業実践で何を大事にしてきたか 

自分のオンライン授業では具体的に何をしたか 

自分の対面授業では具体的に何をしたか 

【テーマⅡ 今後の授業実践の見通し】 

自分の授業を今後どうしたいか・どうなりそうか 

 活発な意見交換がなされた結果、各グループから

出た各テーマのキーワードは以下の通りである。 

 ﾃｰﾏ Iのｷｰﾜｰﾄﾞ ﾃｰﾏⅡのｷｰﾜｰﾄﾞ 

A ｵﾝﾗｲﾝの工夫、ｿｰｼｬﾙ

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽの中でのｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝ、感染症対策 

ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを保っ

た授業の中でのｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝ 

B ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞのみ、ｵﾝﾃﾞ

ﾏﾝﾄﾞと実技の組み合

わせ 

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ､ｵﾝﾗｲﾝ､対

面のﾒﾘｯﾄ･ﾃﾞﾒﾘｯﾄ､そ

れらの組み合わせ 

C 学生同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ､ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄﾙｰﾑの活

用と効用 

接触、果たして元に

戻れるのか 

D ﾒﾘｯﾄ:内的気づき、身

体への理解の深まり 
ﾃﾞﾒﾘｯﾄ:身体接触が

出来ないｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの取り方 

４．おわりに 

令和 2 年度は未曽有の年であった。4 月 7 日に

政府から緊急事態宣言が出され、大学では入学式

が中止された。入学しても通学できない学生達の

様子は全国的に報道された。このような状況下で

も、新しい技術を駆使し様々な創意工夫を凝らし

てダンス授業を提供し続けた全国の先生方に敬意

を表する。最後に、調査に回答してくださった皆

様、「語り合う会」に参加してくださった皆様に感

謝を申し上げて本稿を締め括りたい。(文責 廣兼) 
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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 

令和２年度総会議事録 

 

事前書面審議：令和2年12月15日（火）～18日（金） オンライン：12月19日（土）12:10－12:40  

 

総会の開催と議決権行使の方法に関して、事務局長熊谷より説明があり、続いて事前書面審議に

おいて全て承認されたとの報告があった。オンラインでは議事次第に沿って報告があった。 

 

会長挨拶 細川江利子会長 

 

【報告事項】 

１．令和２年度活動報告 

（１）理事会開催（年３回） 
１）令和 2年 6月 28日（日）（zoom会議） 
（議題） ・第 40回全国大会（愛知教育大学）の開催について 

・「舞踊教育学研究」22号の編集進捗状況および申し合わせ事項について 
・第 41回全国大会について 
・プロジェクト研究について 

２）令和 2年 12月 5日（土）（zoom会議） 
（議題） ・第 40回全国大会(オンライン大会)進捗状況の確認 

・「舞踊教育学研究」投稿規定の改訂 
・令和 4年度以降の全国大会 

３）令和 2年 12月 10日（木）（メール会議） 
（議題） ・令和 2年度総会議案について 

（２）第 40回全国創作舞踊研究発表会(オンライン大会)実行委員会開催（4回全て zoom会議） 
  １）令和 2年 7月 12日（日） 
  （議題） ・第 40回全国大会(オンライン大会)開催要項・参加要項（第 1報）について 
  ２）令和 2年 9月 11日（金） 
 （議題） ・第 40回大会参加エントリー状況について 

・開催要項・参加要項（第 2報 9月末発送予定）について 
・大会に向けて役割分担 

  ３）令和 2年 12月 5日（土） 
  （議題） ・第 40回大会について（第 3報の送付に向けて） 
  ４）令和 2年 12月 18日（金） 
（議題） ・第 40回大会について（最終確認） 

（３）第 40回全国創作舞踊研究発表会（オンライン大会）開催 
１）期日：令和 2年 12月 19日（土） 
２）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 

舞踊研究会報告 
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     主管：第 40回全国創作舞踊研究発表会実行委員会 
３）内容：会員研究発表会、プロジェクト研究、舞踊作品発表会、ワークショップ 

 
２．令和元年度決算報告 

 事務局より、資料に基づき報告があり、承認された。 

 

３．令和２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。 

 

４．編集事業報告 

「舞踊教育学研究」（Japan Journal of Dance Education）第 22号発刊（電子ジャーナル）につ
いて、進捗状況の報告があった。 
・「舞踊教育学研究」第 21号より J-stageへの搭載が完了、公開された旨報告があった。 

 

５．その他 

令和 2年度入会会員について報告があった。入会会員（敬称略）羽岡佳子（東京成徳大学） 

  
【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およびメール会議開催予定 

（２）第 41回全国創作舞踊研究発表会開催 
１）期日：令和 3年 12月 18日（土）・19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 

以上について、承認され、主管校の成瀬先生より挨拶があった。 

 
２．令和２年度予算案 

 事務局より、資料を基に説明があり、のち承認された。 
 

３．令和 4年度以降の全国大会について 
  第 42 回大会の開催について、候補場所であったセシオン杉並の工事が遅延となり、開催可能
な主管校あるいは実行委員会形式による開催について検討を継続する旨説明があり、了承された

った。（＊第 42回大会は、千葉大学での開催となった。） 

  

４．編集事業計画について 

投稿規定の改訂（案）が資料に沿って説明された。 
 
５．その他 

 特になし。 
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舞踊研究会理事（令和 4・5年度） 

 舞踊研究会会長    熊谷 佳代（岐阜大学）  

 舞踊研究会副会長   山﨑 朱音（横浜国立大学） ＊『舞踊教育学研究』編集委員長兼任 

事務局長       廣兼 志保（島根大学） 

 編集委員会事務局   寺山 由美（筑波大学） 

 調査研究担当理事   清水 知恵（福岡教育大学） 

大会担当理事     七澤 朱音（千葉大学）   ＊令和 4年度大会担当理事 

 監事         細川 江利子（埼玉大学）・大橋 奈希左（京都女子大学） 

                        

『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） 

            成瀬 麻美（愛知教育大学） 

 

【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 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   
（令和 4年 3月 31日まで）  

 

【令和 4年 4月 1日より変更】 

 〒690－8504 松江市西川津町 1060 
 島根大学 廣兼志保研究室内 

  TEL＆FAX：0852-32-6343 
  E-mail：shiho-h@edu.shimane-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 

2020東京オリンピック・パラリンピックの開催は，私たちに多様性と調和を問う機会となりまし

た。オリンピックビジョンにある「一人ひとりが互いに認め合う」ことは，これまでもこれからも

舞踊教育が大切にしてきたことです。 

世界情勢が混乱し，国内もまだまだ落ち着きがみえません。しかし，混沌とした今だからこそ，

舞踊を通して互いの価値を認めることの素晴らしさを，この舞踊教育学研究第23号に集約された貴

重な研究成果とともに多くの方に伝えていけたらと思います。 

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

方，そして会員の皆様のご理解とご尽力に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２３号 
   令和 ４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    



「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。 

ホ)原則として，標題ページ以外には著者名及び所属機関名を記載しない。審査段階では，本文その他において著者自身

の著書・論文等に言及する必要がある場合にも一人称的な表現を避け，また謝辞等も付さない。これらについては，審

査終了後の入稿原稿時に記載できるものとする。 

8.提出する原稿は，オリジナル原稿 1 部と，標題ページの著者名および所属機関名を削除したコピー1 部の合計 2 部とす

る。なお，投稿は，オンライン投稿とする。 

9.投稿論文は，「舞踊教育学研究」編集委員会に送付する。 

10.欧文のチェックは投稿者によるものとする。 

 

II 欧文規定 

1～2.和文規定と同じ。 

3.原稿は，原則として，A4 版白無地用紙に作成する。本文は，半角文字で 88 字×43 行を以て 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)。 

4～5.和文規定と同じ。 

6.和文規定に準じる。ただし，(例)注 1)，注 2)の代わりに，(例)*1)，*2)を用いる。 

7.原稿には，和文の標題と抄録を添える。 

a)和文規定イ)と同じ。 

b)和文抄録は，和文規定ハ)と同様，1段組み，44字×10 行程度とする。 

c)和文規定ニ)と同じ。 

d)和文規定ホ)と同じ。 

8～9.和文規定と同じ。 

[令和 2年 12月改訂] 



 

 

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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