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新生 JAPEW 発信!!（13年４・５月号～14年２・３月号） 

▼月テーマ 

ダンスの今④・⑤五感のアンテナ⑥・⑦保存版！ダンス指導ハンドブックⅤ─理論と実践をつなぐ表現・

ダンス指導事例集─⑧・⑨第 26 回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）報告特集号⑩・⑪

女子力 発揮！⑫・①つなぐ世代 つなぐ未来②・③ 

▼巻頭言 

新生 JAPEW元年の発信！高橋和子④・⑤4 

五感を研ぎ澄ます髙野牧子⑥・⑦4 

女子力発揮！笠井里津子⑫・①4 

つなぐ世代 つなぐ未来寺山由美②・③4 

▼インタビュー 

ダンスの今森下洋子（笹本重子）④・⑤6 

Mission ContactDaniel Werner（八木ありさ）⑥・⑦6 

挑戦し続ける理由伊調馨（飯田路佳）⑫・①6 

継続は力なり秋山エリカ（平田利矢子）②・③6 

▼論説 

ダンスは今細川江利子④・⑤12 

武芸に見る「生きる力」大保木輝雄⑥・⑦12 

ジェンダーの視点でダンス教育を考える宮本乙女⑫・①12 

成熟時代の夢を紡ぐ東京五輪大津克哉②・③12 

▼表現・ダンス実践研究 

〈幼 児〉 

子どもの自由な身体表現を育むために秋田有希湖⑫・①16 

〈小学校〉 

心と体を解きほぐし、仲間と認め合える表現運動の実践 

髙橋史行④・⑤16 

子どもの心と身体に響く言葉かけ本田紀子⑥・⑦16 

〈中学校〉 

中学で初めて出会うダンス単元の展開川村由美④・⑤22 

現代的なリズムのダンスの実践から田村新一⑥・⑦22 

初めてのダンス授業実践の取り組みをふり返って木原慎介⑫・①22 

〈クラブ〉 

『JWCPE Dance United 2012』開催にあたって 

野澤澄枝・丹治廣子・渡辺由美子⑥・⑦28 

〈ＮＰＯ〉 

ダンスを通して地域の活性化のためにできること 

高橋美穂子④・⑤34 

〈特別支援〉 

インクルーシブな芸術の仕事を通して南村千里⑫・①28 

知的障がい児・者を対象としたダンス指導の紹介 

伊藤美智子④・⑤28 

▼体育・スポーツ実践研究 

〈小学校〉 

跳び箱を使った 5年生の運動・遊び成家篤史④・⑤38 



簡単なルールで「フラッグフットボール」金子晃基⑥・⑦34 

「ドンドッジ」で子どものボール感覚を高める 

斎藤祐介⑫・①34 

体育授業における学習困難児の指導米村耕平⑫・①40 

子どもとともにつくる「4-2フットボール」長坂祐哉②・③40 

〈中学校〉 

安全で楽しい剣道の授業づくり柴田一浩⑫・①46 

〈高 校〉 

踏切りのリズムアップに着目した走幅跳の授業 

宮崎明世・征矢範子④・⑤44 

ウォークラリー ゴルフ！大津展子②・③46 

〈大 学〉 

仲間づくりを大切にした大学の授業福ヶ迫善彦②・③52 

▼生涯スポーツ ダンスムーブメント 

ダンスは今…高橋眞琴④・⑤50 

いつまでも健康な心と身体のために伊東泰子④・⑤54 

踊ることは生きること齋藤真弓⑥・⑦40 

楽しくレッスン星野かをる⑥・⑦44 

生涯スポーツ 30年、ダンスとともに松永洋美⑫・①52 

安心な空間で，体を楽しく動かそう大谷光子②・③58 

▼連 載 

Good Practice 取材レポート 

継続は力なり田中真由美④・⑤58 

若さ目指して、姿勢を意識！上村友子⑥・⑦70 

いつまでも健康なからだを！木村みや子⑫・①66 

新学習指導要領から授業実践へ 

「表現リズム遊び・表現運動」領域に関する指導の工夫 

星野和貴④・⑤60 

新学習指導要領が目指す未来とダンスの可能性 

佐藤豊⑥・⑦72 

ダンスの授業実践・研究活動に期待されていること 

長登健⑫・①68 

生きる力を育む体育学習高田彬成②・③66 

各県連盟News！ 

立ち上がりました！岡山県（岡山）岡本悦子④・⑤70 

雪国パワー満載！（石川）橋本由起枝④・⑤72 

生涯スポーツの振興を目指して（静岡）高塚峰子⑥・⑦74 

北海道の指導者の資質向上をめざして（北海道） 

桂玲子⑥・⑦76 

からだが動けばこころが動く（高知）山田敦子⑫・①70 

いつまでも 豊かに 美しく（福岡）松村佐和子⑫・①72 

愛媛県女子体育連盟 60周年記念の年を迎えて（愛媛） 

矢野祥江②・③68 

山口県女子体育連盟の創設から 20余年（山口）佐浦益子②・③70 

体育にダンスがあること（宮崎）有馬早苗・高橋るみ子②・③72 



閲覧室 

『戦う身体をつくる アスリートの食事と栄養』 

熊田奈緒子④・⑤76 

『インプロヴィゼーション 即興演奏の彼方へ』 

高野美和子⑥・⑦78 

『からだと心の対話術』田中葵⑫・①76 

『IDOL DANCE!!!』三岳貴彦②・③76 

私のおすすめ 

ジャイロキネシス島岡彰子④・⑤77 

シッティングバレーボール田中愛⑥・⑦79 

イメージカード大崎真記子⑫・①77 

かんたんラク楽ヨガ米澤麻佑子②・③77 

▼未来世代の研究発表 

博士論文・ストリートダンサーの知覚―運動協調ダイナミクス 

三浦哲都④・⑤74 

博士論文・幼児期における創造的身体表現の有効性に関する実践的研究高野牧子⑫・①74 

卒業論文・中学校創作ダンス授業における教授行動に関する研究Ⅰ宮澤拓人・竹本正彬②・③74 

▼情報・メッセージ 

「ダンスムーブメントセミナー2012 in 宮城」終了のご報告 

④・⑤78 

JAPEW-DMIL2013検定講習会ご報告⑩・⑪118 

平成 25年度 JAPEW功労賞  受賞者⑫・①78 

平成 25年度 JAPEW指導者賞  受賞者⑫・①79 

▼特集 未来世代の研究発表会（6・7月号） 

第 56回 未来世代の研究発表部門（卒論・修論・博論）⑥・⑦48 

ポスター発表座長講評笠井里津子⑥・⑦49 

修士論文 インクルーシブ体育における学習者の効果的な 

相互作用に関する研究田島香織⑥・⑦52 

修士論文 成人を対象としたダンス指導者の現状 

大野ゆき⑥・⑦54 

卒業ダンス 作品発表⑥・⑦56 

第 17回国際女子体育連盟会議 

キューバ大会 参加報告 

笠井里津子・田中葵・大津展子⑥・⑦64 

▼保存版！ダンス指導ハンドブックⅤ（8・9月号） 

〈理論編〉 

総論 系統性のあるダンス指導－本書の企画趣旨－ 

高橋和子 4 

幼児の身体表現の指導髙野牧子 6 

小学校（低学年、中学年）での表現運動の指導寺山由美 10 

小学校（高学年）から中学校 1・2年での表現運動・ 

ダンスの指導村田芳子 14 

中学校 3年から高校のダンス指導細川江利子 18 

特別支援教育での表現・ダンスの指導佐分利育代 22 

大学でのダンス専攻のための創作指導坂本秀子 26 



生涯スポーツとしてのダンスの指導笹本重子 30 

コラム；ネットワークでダンス・身体表現の指導 

八木ありさ 34 

〈実践編〉 

―幼稚園― 

 「カードを使って遠足ごっこ」⇒スケッチ奥村直子 36 

―小学校― 

 「忍者でござる」安江美保 42 

 創作「アートでダンス」赤坂桂 48 

 「リズムダンス」⇒リズムに乗ってのりのりダンス！ 

青木由利子 54 

 リズム DE 即興山崎大志 60 

―中学校― 

 中学生になって初めて取り組む現代的なリズムのダンス 

太田一枝 66 

 「走るー見る」「ディズニーランドに行こう」宮本乙女 72 

 導入としてのフォークダンス野口美芽 78 

―高校― 

 創作ダンスの題材「二人のストーリー」・「新聞紙ボール」 

安井登茂子 84 

 男子がイキイキと踊れる指導のコツ保田明子 90 

―特別支援― 

 知的障がい児の表現運動田巻以津香 96 

―大学― 

 中学・高校教員養成系のための指導事例 

 「現代的なリズムのダンス」平田利矢子 102 

―生涯スポーツ― 

 一生感動！～「姿勢」と「呼吸」を意識して～清水文子 108 

 いつまでも動ける喜びを！田中安理 114 

▼第 26回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸） 

報告特集号（10・11月号） 

大会を終えて 

人と人を繋げるダンスの力！髙橋 和子 4 

26回大会を終えて東野 展也 6 

大会の概要 

創作コンクール部門出演校一覧（高校の部）8 

創作コンクール部門出演校一覧（大学の部）9 

参加発表部門出演校一覧 10 

大会スケジュール 12 

審査員・コメンテーター 一覧 13 

創作コンクール部門受賞校一覧 14 

創作コンクール部門 

審査員総評「自分たちの可能性を信じて、もっとチャレンジを！」 

細川江利子 16 

全作品講評（高等学校の部） 



細川江利子、猪崎弥生、奥野知加、原 弥生、岡田知代 22 

全作品講評（大学の部）坂本秀子、牛山眞貴子 58 

第１回～第 26回大会文部大臣・文部科学大臣賞受賞作品一覧 67 

参加発表部門 

全作品講評 

佐分利育代、塚本順子、原田奈名子、原田純子、寺山由美 72 

声 

私たちの創作過程―受賞者の声 98 

参加校・観客席・大会役員 106 

開催結果 

開催経過の概要 112 

開催結果 113 

大会役員 114 

実行委員会・事務局 115 

大会委員 116 

▼サマーセミナー報告（12・1月号） 

Ａコース 今ここにいる喜びを明日へ 

飯田路佳・佐藤廣子 56 

講  演 学習指導要領の趣旨を踏まえたダンスの指導と評価 

石川泰成 60 

Ｂコース 新学習指導要領の考え方を実践につなぐ、 

これだけは！國川聖子 62 

Ｃコース 新学習指導要領の考え方を試す・探る、 

授業の実践例から中村なおみ 64 

▼全国大会報告（2・3月号） 

みんなでわくわく 創ろう！ 踊ろう！ 

髙野牧子・三島里香・石原知江子 16 

きらめく笑顔！はじけるからだ！ 

竹川由美子・矢澤満美・小川壮太 22 

弾む心と体  つなぐ喜び樋川君子 28 

▼第 47回全国女子体育研究大会（山梨大会） 

高等学校分科会報告（2・3月号） 

感じる心、広げよう表現！保坂瑞穂 34 

▼第 47回全国女子体育研究大会（山梨大会）報告 

大会テーマ岡部和子 60 

特別支援教育 ほぐそう！ たのしもう！ つながろう！62 

生涯スポーツ 一生気持ちよく運動しよう 63 

公開演技 富士の国から 64 


