オーム ソフィア

内田瑠羽

クをさらに磨くなど 、「のびしろ」
ともいう大

うかがわせた。プロフェッショナルな団体に

正統な訓練を経て 、この日に臨んだことを

山﨑羽紗

会できることを願っている。クラシック・バ

選曲の多彩さも印象に残った。たとえば

ンサーによって踊られるものなのだから。

十人ほどが選んだ「アルレキナーダ」
。随所

に織り込まれた軽妙な演技を着実にこなし、

くない。幅広い表現力の育成を目指す出場

チャーミングな表情を見せた出場者が少な

レオニード・ラブロフスキーの振付による

者、
指導者の姿勢が感じられ、
好感を持った。

イ・バレエで初演）
を原典とするバリエーショ

「ワルプルギスの夜」（一九四一年 、ボリショ

ンは 、多勢を占めるプティパ振付に由来す

られる技巧が微妙に異なり 、その組み合わ

る一連のバリエーションと比較すると 、用い

せ方もメリハリの付け方もプティパ作品と

っている。

各出場者の成長の糧になったことを切に願

ともあれ 、今回のコンクールでの経験が 、

機を掴んでくれたことだろう。

うことのできない基本の大切さを見直す契

る舞いといった 、
日々の地道な努力でしか培

トの正しいアライメント 、優雅な立ち居振

ことによって 、適切なターンアウトやポアン

け上位入賞者の優れた舞台に間近で接した

に難くない。今回の数多くの出場者 、とりわ

者の下で十二分に稽古を重ねたことは想像

に挑戦するにあたり 、個々の出場者が指導

り、
高度な技巧を散りばめたバリエーション

ならない。むろんコンクールは鍛錬の場であ

ざるを得なかったことにも言及しなくては

ある程度の人数を 、第四グループに含め

た。

少し 、細部の完成度を高めて欲しいと思っ

むね技術面での過不足はないのだが 、あと

第二グループの入賞者については 、おお

はひと味違い、新鮮だった。

２ 部 児童 の部

つけた出場者が順当に上位入賞を果たした。

舞台人に相応しい美しい身のこなしを身に

第一グループでは 、安定したテクニックと

る出場者 、
と位置付けた。

基本的な技術の鍛錬を必要とすると思われ

散見された出場者 、第四グループは今後も

術的に及第点には届かず 、荒削りな部分が

前後になるように按分 、第三グループは技

よび次点を想定した第二グループが二十名

ループが十名前後 、それらに次ぐ奨励賞お

第一位からチャコット賞を想定した第一グ

体を大まかに四グループに分けて採点した。

したのは 、一七〇人。決選審査にあたり 、全

二七一人のうち 、予選を通過して決選に進出

ジュニ ア の部

いなる可能性・発展性を秘めていることはい

られたこともありました。やはり基礎レッス

が日本において優れたダンサーの育成を担

ンを見直す 、体軸を鍛えるといったことが必

に行われるようになった昨今 、当コンクール
いるものが多く 、６人進出した男性も 、一時

いえます。

要となることをご本人もご存じなのかもし

うまでもありません。しかしながら 、ときた

まずプロポーションの良さによってステー

れません。舞台からも緊張感が大いに伝わ

ま 、膝が入っていなくてポワントの弱さのた

ジに立った時にアピールできること 、クラシ

たことは周知のことです。今回もまた決選

ックを踊るために必要とされる美しさと上

毎日毎日 、
同じルーティン・ワークを重ね

熱くなります。

はほんとうに健気（けなげ）で見ていて胸が

ってきた実績により舞踊界をリードしてき

人がオーロラ（１、
３幕）
、とくに１位の高橋

代の頃と比べると飛躍的に向上しているか

とともにうれしさを感じました。筆者の

ってきます。ミスした時の立て直しの素早さ

識が向くようになり 、よい傾向です。ただ 、

夏海は 、姿態や動きにゆとりと情緒が見え 、

者がこの条件を満たしていることには驚き

の技術偏重から動きやポーズの基本にも意

この年代になると 、将来ダンサーとしてやっ

ンだけでなく 、コール ド
･ バ
･レエとしての
意識 、技術も重要だということを忘れては

国舞踊コンクールしかありませんでした。つ

クラシカルな印象。佐藤優美 、
石井月乃は技

ていかなくてはならないバレエは 、一夜漬け

たがって少ない時間で良い結果や答えを出

すことが難しい表現芸術であるといえまし

で通過できる学校のテストとは違います。し

駆使して豊かな音楽性と表現力によって役

ょう。街なかで 、首から肩にかけてのライン

さて 、そのうえで踊るヴァリエーションは

現力をしっかり生かしていました。男性では

柄の特徴をうまく表すことが求められます。

よる長尺の公演で 、経験を積んだ彼らと再

ご苦労をされたと思います。最初のうちは 、

バジルの金子真也は 、見せ方をきちんと心

すぐにバレエを習っていることがわかりま

地元埼玉県のレベルは低く 、そのため賞に

す。今 、問題視されている背中が丸くなって

レエ部門のバリエーションは 、本来 、全幕ま

回性」という厳しさがともないますが 、やは

首が前方に傾斜しているスマホ姿勢とはま

がきれいで 、
背筋がピンと伸びて美しい歩き

り上位入賞者の方々は可能な限りに力量を

るで違うからです。そのことだけをとってみ

コンクールでは 、たった何分かの作品を踊る

発揮していたことが見えました。たとえば

得 、海賊の高谷遼はダイナミックな跳躍に 、

「パキータ」や「ドルシネア」に求められる典

も特別の配慮を必要としましたが 、今や参

術的にはもう一息ですがよい雰囲気をもつ

用と魅力あるバレエをぜひこれからも焦る

ても素晴らしいことだと思います。そんな効

たは一幕の独立した作品の中で 、主役級のダ

本村明日香 、ソンタックリザ円佳などが記

雅さ 、「オーロラ」
に必要な初々しさと華やか

ことなく続けていただけたらうれしいです

（児童）
クラシックバレエ ２部

小学四年生から中学一年生を対象とす

評

るクラシックバレエ部門の二部に応募した

舞踊評論家 上野房子
神的にも柔軟であり 、作品を理解して今以

成長期にあるジュニアは 、肉体的にも精

がえて今後に期待を抱かせます。

のにするなど日本のジュニアの底力がうか

してヴァリエーションをいっそう魅力あるも

体の内から湧いてくる音楽をくっきりと表

とした陽気さ。それからまた 、大勢の方が身

さ、
「ジゼル」
の可憐さ 、
「キトリ」
のイキイキ

方をしている素敵な若い方々を見かけると 、

まり戦後スタートした初のコンクールです。

華

とはいえ、
舞台はその時その場でしかない
「一

しかも新聞社のようなしっかりした組織を

渡邊

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2018年4月〜10月公演となります。 第45回舞踊協会ニュースの発行予定は2018年4月。 ※申込締切は2月末日といたします、
早めに広報までお知らせください。

埼玉県舞踊協会ホームページ http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp ◇ Eメール saitama-dance@blue.ocn.ne.jp

彩

つづくバジルの小笠原祥真は回転に特徴が。

自身の個性を生かし 、バレエ・テクニックを

らです。

クラシックバレエ
2 部（児童）

加は全国から 、そして埼玉県の舞踊家もそ

術や見せ方に優れています。それに続く間

彩

あと 、スタイル 、動きに古典らしさをもつ西

もたず 、舞踊家だけの団体 、埼玉県舞踊協

根本

れらに十分対抗するレベルに達しています。

ディールの百田朱里は自分のもつ技術と表

品さを備えていること――ほとんどの参加

め踊りが不安定になってしまう例が見受け

１ 部 成 人 の 部

山本涼杏

出場者の水準の高さがそれを示していると

ポーション、技術に優れ表現にも気を配って

小川しずく

「ごあいさつ」

クラシックバレエ １部
（成人）

吉野文乃

澤ひかる 、活力に満ちた楽しい木村優花 、技

瀬琴乃は 、スムーズに作品をまとめ 、２位オ

この度は、第50回埼玉全国舞踊コン
クールに参加でき、第1位を獲れて大
変嬉しいです。自分らしいサタネラを
心がけて踊りました。日頃より、ご指
導いただいた先生やアドバイスをく
れた先輩、友人に感謝いたします。

根本

埼玉県舞踊協会会長 中村友美

評
舞踊評論家 うらわまこと
「長い伝統の上に充実を加える」

なりません。

ていくのなら 、グラン・パのヴァリエーショ

１９６７年（東京オリンピックの３年後）

回を数えた埼玉全国舞踊コンクール。

高橋夏海
金子真也

一方コンクールはその後 年少しして日

会が主催するという 、当時としては大変な

上位６人のうち女性が４人 、そのうち３

のスタートですが 、それ以前には戦時中
（１９３ 年）に始まった東京新聞主催の全

佐藤優美

上に表現を深め拡げる 、あるいはテクニッ

全席自由 2,500円

本バレエ協会の全日本やこうべ全国洋舞や

クラシックバレエ ジュニア部

憶に残りました。

評

舞踊評論家 林 愛子
埼玉全国舞踊コンクールは今年 周年

ました。全国各地で舞踊コンクールが盛ん

ニア部門の決選審査に参加させていただき

2017.11.3（金・祝）14：00〜

こしがや能楽堂

秋田 、横浜なども生まれましたが 、 世紀に
入るまでは 足らず 、それが現在では計算
の仕方にも依りますが 、１５０、いや２００

このような乱立するコンクールのなかで 、

ともいわれています。

部門を増やすなど 、
手を加えつつ伝統をしっ

さて 、今回のクラシック１部（成人）です

を迎えたとのこと。今年初めてバレエ・ジュ

かり守っていることに敬意を表します。

が 、 人のエントリー、決選進出 名はこの
部門としてはなかなかの人数 、決選を見る

コレオグラファーの目vol.16
「足袋nce@ 能楽堂」

────────────── クラシックバレエ ──────────────

限り 、レベルも結構なもの。特に女性はプロ

私は、コンクールで初めて1位を頂け
て、とても嬉しいです。何度も予選落
ちして泣いてばかりだった私を励ま
し、
優しく、
時に厳しく指導して下さっ
た先生方、そしていつも穏やかに見
守ってくれた家族に感謝します。

土方 菖
一本木ひとみ
鈴木彩夏
大薮 樹
林 美羽
尾村茉子
勝原佳音
新井歩美

「現在を刻む」

百田朱里
50

21

田縁奈々

ま

い

10

島田菜乃華

コンテンポラリーダンスと古典芸能の
コラボレーションシリーズ第3弾！

第50回 埼玉全国舞踊コンクール
英断であり 、担当されたかたはいろいろと

小杉瑠々
田島美咲
中西衿奈
西澤真優
立花真帆
丑久保日和
末次正樹
石井 潤

第１位 埼玉県舞踊協会賞・県知事賞
橘秋子賞・津田郁子賞・
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１
埼玉県舞踊協会賞・県議会議長賞
第２位の２
埼玉県舞踊協会賞・県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

50年という歴史のあるコンクールで1
位を頂けてとても光栄です。先生方、
家族 、応援してくれている全ての人に
感謝の気持ちを忘れず 、観客の皆様
に感動を与えられるようなダンサー
を目指し努力したいと思います。
石井月乃
小笠原祥真
間瀬琴乃
西澤ひかる
藤田 麗
石野春奈
永橋萌々華
木村優花

クラシックバレエ
ジュニアの部
内田瑠羽

第１位 埼玉県舞踊協会賞・県知事賞
橘秋子賞・津田郁子賞・
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１
埼玉県舞踊協会賞・県議会議長賞
第２位の２
埼玉県舞踊協会賞・県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

遼
高谷

クラシックバレエ
1 部（成人）
高橋夏海

第１位 埼玉県舞踊協会賞・県知事賞
橘秋子賞・藤井公賞・
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１
埼玉県舞踊協会賞・県議会議長賞
第２位の２
埼玉県舞踊協会賞・県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞
10

主催◎埼玉県舞踊協会
共催◎（公財）さいたま市文化振興事業団
後援◎埼玉県／埼玉県議会／埼玉県教育委員会／（一社）埼玉県文化団体連合会／
朝日新聞さいたま総局／埼玉新聞社／東京新聞／毎日新聞さいたま支局／
読売新聞さいたま支局／テレビ埼玉／チャコット
（株）／（一社）現代舞踊協会／
（公社）日本バレエ協会／（公財）橘秋子記念財団
40

⑭窪内絹子モダンバレエ研究所

9

50

21

9

10

⑬吉田久木子モダンバレエ研究所

⑥和加枝舞踊研究所
（小林和加枝）
⑦Sachiバレエスタジオ

29

11

11

2017年７月21日（金）〜28日（金）
さいたま市文化センター 大ホール・小ホール
20

芸術実りの秋 皆様の地域に
於いて文化祭等開催され各々ご
活躍の事と存じます。
平成 年度協会事業は第 回
埼玉全国舞踊コンクール（７／
～ ）於／さいたま文化センター
大・小ホールでスタート致しまし
た。皆様のご要望 、ご意見を参考
に要項を改善し御陰様で無事盛
会に終えることが出来ました。
第 回ステージワン（９／ ～
）於／さいたま芸術劇場小ホー
ルにて開催し協会 周年記念特
別企画 、藤井公・利子作品
「北斎・
今」よりニ景～女今昔～抜粋を孫
娘藤井彩加さんが若者らしい表
現で踊りました。参加作品も個
性のある力作が並び 、即興タイ
ムも充実しコンクールの上位作
品披露が花を添え実りある公演
となりました。
月以降は若手理事担当の
ジュニアバレエフェスタ（ ／
）於／さいたま市文化センター
東側広場 、コレオグラファーの
目 vol.16
足袋 nce
能楽堂
「現在を
刻む」（ ／ ）於／こしがや能楽
堂 、芸術文化ふれあい交流フェア
（ ／ ）於／桶川文学館 、バレ
エモダンダンスフェスティバル
（２０１８・３／ ）於／埼玉会館
等 、ぜひお時間を作りお出掛け
下さい。どんなにＩＴが進んでも
生で鑑賞する事に勝るものは有
りません。
会員皆様の地域でのご活躍が
洋舞踊文化発展に繋がりますよ
う願っております。

⑤細川初枝モダンバレエスタジオ

50

②すゞきさよこモダンバレエ教室
③山本教子バレエスタジオ

50
59

⑪バレエスタジオ ル・シエル（伊藤一枝）
⑫川名今朝美モダンバレエスタジオ
④中村友美・上田仁美モダンバレエ

4

⑧マヤバレエスタジオ
（原島マヤ）
⑨藤井・上原モダンバレエスタジオ（藤井香・上原尚美）
⑩谷 乃梨絵モダンバレエスタジオ
①井上美代子バレエスタジオ

3

《日時》2018年3月4日
（日）16:30開演予定

28

バレエ
・モダンダンス・フェスティバル
《会場》埼玉会館 大ホール（入場無料）

発行所：埼玉県舞踊協会
発行者：中村 友美
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 1-16 鳥昇ビル 3F
TEL:048-882-7530 FAX:048-882-7549

Saitama Dance Association

44

10

10

15

11

伸びゆく彩の国さいたまの子どもたちによる

第51回

2017.10.15（日） NO.44
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埼玉県舞踊協会
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モダンダンス １部
（成人）

化のある踊り方を生かして次のステップへ進
モダンダンスにも同じことが言えるだろう

コンクールの本質は他者に対する優位性を
に
「技術偏重」「振付・構成の類型化」
を感じた

の方がよかった・伸びた人ばかりではないか

に〈僕〉の心象風景と思しきものが呈示され

を巧みに浮上させた。

算があり 、青春の不安と優しさ 、繊細さなど

傘が印象的な終幕まで起承転結の確かな計

ジを生み出した。赤く燃える世界に無数の

美術とも融合して詩的でシュールなイメー

カラフルな照明 、傘などのオブジェを用いた

る。男女５人によるダンスにも切れがあり 、

創作舞踊部門

を積むことができる。英断を支持したい。

もしれないが 、場数を踏むことで着実に経験

違った。脚をやたらと上げたり 、器械体操風

のも事実だ。ところが今回は印象がかなり

が、できる者が限られる技術は評価すべきだ

示すことだから、役に立とうが立たなかろう

そのような技術がきちんとできているかは当

か。
基礎的な技術は多くの振付家に共通する。

達雅は島田美智子門下。埼玉県のステージ１

評

舞踊評論家 立木燁子

２０１７年

月〜 ２０１８年 月

協会員催し物ご案内
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00

んでほしい。第３位の３の『非情なナイフ』安

ども表現と音楽に織り交ぜて自然にみせる

評
舞踊評論家 山野博大
りはない。だが私は、ダンスという芸術分野
踊りが多かった。さらにアイディア豊かで児

だったりするものは減り 、跳躍や回転技な

のコンクールである以上、芸術表現との関連

感じられる面白い作品もあり 、思わず身を

童のキャラクターをうまく生かしていると

という考え方もあろう。それを否定するつも

だがコンクールでは、基礎的とはとても言

性が薄い技術に大きく加点する気にはなれな

然、
審査の注目ポイントになる。

人材がそろう島田門下でもまれてきた経験を
えない離れ技も目につく。こうした難技が、
バ

かった。

4

： 19
00

やザ・ネリマなどで修行を積んできた。優秀な

生かし、そろそろ独自の表現を創りだす時期

品における表現に役立つものなら、当然それ

レエ同様 、コンクールの場を離れた実際の作

第３位 、埼玉県芸術文化祭実行委員会会

10

3

創作舞踊部門の決選は最終日の７月 日

ぎるきらいがあり 、アップテンポに展開する

っているような繊細さがある。ただ真面目過

的で 、フレアースカートの揺れまで計算に入

数名が軽やかに踊る。リリカルな詩情が魅力

「埼玉県芸術文化祭地域文化事業・
『ジムノペディア』の繊細な旋律にのって男女
第 回ステージ１無事終了」
担当 アキオキムラ

長賞の草間華奈『 Inseparable 自
~分の進
むべき道を求めて～』
は 、エリック・サティの

： 16

16

人の決選出場者のレベルはひじょうに

高かった。第１位の『滲む月』藤村港平は、ス
にきている。
第三位以下にも多くの逸材がそろってい

ケールの大きな踊りが魅力。彼の踊りには、
２０１４年の秋田コンクールで「あきたこまち

節目の年を迎え 、盛況のうちに幕を閉じた。

埼玉全国舞踊コンクールも第 回という

半世紀もの長きにわたり継続的に開催され

乗り出してしまいそうになるくらいだった。
むろん創作部門ではないので 、審査基準は

技術云々のレベルを超えて全身で表現に飛
び込んでいる参加者も少なからずいたのは幸

てきたその成果は 、先生方をはじめ多くの

なりに評価しなければならない。だが実際に
は、難技になればなるほど、実際の作品では

点を外してはならないが 、それを引き出す

あくまでもダンサーの技術と表現力にある

た。埼玉全国舞踊コンクールは、外来の技術
をそのまま使うだけで独自のものを開発しよ

や 、中島耀や山口華恋の魅力的なムーブメン

いだった。第一位を獲った今村櫻の強烈な表現

賞」を受賞した『泳ぎ続ける魚』で初めてお目
にかかった。今年に入って、幅田彩加・米沢麻
効果的でなくなる傾向にある。
バレエの表現は、役柄の具象的な人物造型

考を行ってきた。この伝統は、今後も守って行

うとしない人たちと、はっきり一線を画して選

舞踊関係者のご努力の賜物とまずはお祝い

に開催され 、今回は８組が残った。例年に比

を申しあげたい。

もとより曾孫弟子世代が登場している。審

とすると 、創成期の先生方の孫弟子世代は

参加者に関して埼玉県舞踊協会を物差し

振付の力は大きい。

佑子の
『跡』
、山本裕の
『ベートーヴェン交響曲

モダンダンス ２部
（児童）

ト解釈などが特に印象に残った。

第９番〜歓喜の歌』などで踊り 、注目度を高

ものの場合もある。超人的な技術は、ふだん

である場合もあれば、抽象的な空間表現その

評

第４位 、『昨日ここに』（たけだ有里）
は、女性

れ 、跳躍などの何気ない動きで表現を主題

機知に富むアイデアが効果的で 、弾力性 、揺

完する関係性をテーマにする。アイデアが良

個々にばらける過程で題名通り 、支え合い補

第５位の熊木梨乃の『 Complement
―補
完的関係―』
は、構築感のあるピラミッドから

オリジナルな創作性で強い印象を残した

23

第６位の
『かえるーたましいはかえる』（トラ

天候にも恵まれた９月９日（土） 日
（日）
ステージ１は盛況のうちに無事終了い
たしました。２００２年の第 回以来 、彩
の国さいたま芸術劇場小ホールという恵
まれた舞台空間で若手舞踊家を中心に据
えたこの会を行なってきました。２０１１
年 、東日本大震災の影響で他の会場に変更
になりましたが 、その翌年には芸術劇場小
ホールに戻ることができ 、今日まで回を重
ねて 回目。当協会 周年記念として藤井
公・利子作品
「北斎・今」
より２景～女今昔
～を藤井彩加さんに挑戦していただきま
した。第 回から４回連続の企画 、松本大
樹さん松崎えりさんが指導くださる即興
タイムは２回のワークショップを経て 、参
加したダンサーの感性を広げてくれまし
た。公募 作品は個性豊かでそれぞれ印象
深いものでした。コンクール披露作品も熱
演で満場の喝采に包まれました。ご協力く
ださいました先生方に心から感謝申し上
げます。

44

◎編集後記
埼玉県舞踊協会 、 周年 今年も変わら
ず進んでおります。
優しく 、楽しく 、面白い企画 、協会員の皆様
方からのご提案お待ちしております。
広報部 笠原千珂子 山本教子

10

決選に出場した 人は、日本の現代舞踊の
見すごしている空間を観客の眼前に拓く効果

4

29

ってほしい。

を持つと考えられる。だがモダンダンスはよ

数（ ）を考えると妥当な選抜数であろう。

べるとやや少ない気もするが 、全体参加総

界も新時代に入ってきた感を受ける。各人

極限まで姿勢を変えていく。鐘の音 、ピアノ、

く 、男女６人が前後左右に揺れ 、反りかえり 、

黒いドレスの女性二人が意表をつく形で変容

イアングル）はコミカルな女性のデュエット。

哲学的な奥行きまでは至らず 、このままでは

ことを舞踊的に昇華したい。

客と共有する同時代と向き合い、表現したい

りの強度 、表現への挑戦的な姿勢が弱い。観

子の頃』『 More than a memory
』が決選
で競った。 全体に、意欲は窺えるものの、踊

ほかに、青春時代へのオマージュ『砂糖菓

向きあいたい。

マンネリに陥る危険も。個性に頼らず主題と

を続け 、笑わせる。ただ、
タイトルが示唆する

トライアングル

狂い―』である。冒頭 、白いシャツの青年が

たけだ有里

現れ 、ポップな曲に激しい雨音などを背景

草間華奈

久々に予選からフルに一曲踊ることができ

大和

るスケジュールが組まれた。予選よりも決選

阪本英理

年前に審査した際は当欄でも記したよう

関根佳子

のみせどころでもある。その意味において 、

中込茉那

50

第２位の１の
『金星の麑』
杉原萌は島田明美

自の表現を大事に発展させることに力を傾け

将来を担って行く人たちだ。いずれも日本独

査終了後に入賞一覧を目にして驚いたのは 、

場は不満も残す。
指導者の若返りである。近年教室やクラス

のオリジナルな身体性や方法論が重んじら

へと収斂していく。男女９人による群 、デュ

育長賞受賞の大和による
『心情―雨ときどき

のが 、第２位となった埼玉県教育委員会教

関根和子

41

めている。今後の活躍が期待される。

プリを受賞し、にわかに注目を集めるように

の門下。２０１５年の秋田コンクールでグラン

舞踊評論家 高橋森彦

出品作も多様で 、創作への意欲的な姿勢も

常から零れだす時間のドラマを描いていい。

メトリーの構図 、ずれる間合い。何気ない日

上演される作品に離れ技が挿入されるとむし

窺え評価したい。

り現実的な人間に定位しているため、公演で

を持ち 、若い生徒をコンクールに出すよう

第１位 、埼玉県舞踊協会賞 、県知事賞に輝い

日本の現代舞踊の特色を世界に向けて主張

ズラリと並んだ。「驚いた」と記したが 、前述

になったと思しき中堅・若手の指導者の名が

ている点を高く評価する。石井漠に始まった

た。わが国を代表する舞踊コンクールとし

た藤井淳子の『 elastic
』は 、知的な工夫が光
るバランスのとれた作品だ。テーマに即した

れるモダンダンスが 、世代を超えて受け継

ダイナミックに展開 、全体を織り上げる構

エット 、ソロなど音楽にのった多彩な動きが

味での切磋琢磨によってダンスの未来を明

ノイズと変化する音楽がアップテンポになっ

がれ 、時と共に進化・発展している現場を目

そこで問題は、これから舞踊家になろうと

るくしていただきたい。

場者（小学 年生～ 年生）と指導・振付の

バレエの審査基準は明確だ。技術に優れて

き方次第という面が否めないし 、そこが腕

ような天才は別にして 、指導者の熱意と導

のための技術〟
の陳腐さとはまったく異なるも

のあたりにした。むろんキャリア・実績のあ

のデュエットが生み出す関係性の妙。アシン

て名声を全国に轟かせているのは 、埼玉県

じた訳だから順当な結果であり 、現代舞踊

のように審査を振り返れば新しい息吹を感

埼玉全国舞踊コンクールが 回目を迎え

舞踊協会の先生方が手をたずさえて発展さ

ろ唐突な印象を与えることが多い。作品内容

品の脈絡から浮かなければいいのだが、そん

に対して必然とまでは言わなくともせめて作

せてこられたからである。今回モダンダンス

なった。彼女は若くして自分の表現を身につ

し、独自のポジションを確立してくれること

モダンダンスに難しい技術が必要ないとい

なささやかな望みもなかなか叶えられない。

けた人。今年の東京新聞コンクールで第３位
に入り 、モダンダンス５月の祭典には
『限りあ
を待っている。

モダンダンス ジュニア部

じたのは 、その歴史と伝統に加え新たな息

部（児童）決選審査を 年ぶりに務めて感

にきわめて高度な技法が欠かせないこともあ

吹の手応えだった。

うのではない。振付家によっては独自の表現

る。だがそれは表現のために必然的に要請さ

舞踊評論家 門 行人
コンクールにおけるモダンダンスの審査基

評

る空』
で出場。音楽や照明の使い方にも長けて
いるので、
将来が楽しみだ。
第２位の２の
『真昼の月を追う』近藤みどり
は窪内絹子の門下。これまでは近藤碧の名前

演にたびたび登場。ここでは赤い衣裳を着こ

で踊っていた。埼玉県のステージ１や新人公

なして思い切りの良い動きを見せた。どんど
れる技法であり 、コンクールに見られる
〝技術

部の場合 、ジュニア～シニアと比べて出

準はどのようなものであるべきだろうか。私

おり 、技術にとどまらない魅力（表現）がある

は）あまり役に立たないであろう特殊技術を

いう人が、
今後の舞踊活動で
（それ自体として

うに評価すべきかということになる。

長澤ほのか

ていく段階で、
緊迫感が持続しないのが難。

者を高く評価すればいい。これは技術に汎用

足立真珠

成が楽しい。

り方は師匠譲り。観客にインパクトを与える

子門下。すっと出てきて、
とつぜん変貌する踊

性があるからだ。世界のどこでも同じ技術を

ベテランから若手まで先生方同士の良い意

踊りは将来性充分。第３位の２の『許し』江上

る指導者が来年以降巻き返してくるはずで、

万絢は井上恵美子門下。２０１０年の東京新

櫻

コンクールで誇示するときに、それをどのよ

重要になる。

用いて表現が構築されるので技術の習熟度が

は次のように考えている。

13

聞コンクールで２位に入り 、以後たびたび師

江上万絢

11 19

私はバレエが大好きな少女でした。10代の終わり頃にはバ
レエを仕事として続けていきたいと思うようになりました。
小さい頃から教えていただいた先生の元を離れて、自由に
レッスンを受けたり作品を創ったりし始めました。
そんな時に三条万里子先生のクラスで「コントラクション」
と
いう言葉を聞き、動きを体験して、今まで何も知らずにきたこ
とにショックを受けました。またクラシックバレエのクラスを
受けて、アレグロについて行けずに冷や汗を流しました。そん
な私を丁寧に指導して下さった先生方に感謝しています。アメ
リカ文化センターでマーサグラームのテクニッククラスを受け
たのもこの頃でした。オープンクラスで自由に学べることの有
り難さも心に響きました。
埼玉県に引っ越し、稽古場を開いて生徒をコンクールに出し
始めた頃に藤井公先生から協会に入るように！とお誘いを受け
て埼玉県舞踊協会の一員にしていただきました。それまでは教
えるのも創るのも手探りの状態でした。コンクール・早春コン
サート・フェスティバル・俳優座公演・ステージワンと協会のた
くさんの舞台に参加する機会をいただいて、生徒を指導してい
く上での漠然とした目標が見えてきました。踊ることに関わる
人を育てたい、という思いです。生徒が楽しいと思える指導を
し、ダンサーを目指す生徒が出てきたときのため癖のない動き
が身につくレッスンをしようと考えました。そのうちダンサー
としてやっていきたい、教えることを目指したい、創ってみた
いと、様々な生徒が出てきました。嬉しく思っています。
埼玉県舞踊協会に入れていただいたおかげで、目の前が広
がり、ずーっと長い間教え続けることが出来たと、先輩の先生
方、他の協会員の先生方に感謝しています。今後は若い方がた
くさん協会員となり、埼玉県舞踊協会が一層発展していくこと
を願っています。

熊木梨乃

この度は、第１位という身に余る賞を頂き
まして誠にありがとうございます。作品に
出演してくれる仲間、いつも応援してくだ
さる皆様に心から感謝しております。頂い
た賞に恥じぬようより一層精進して参り
たいです。

鈴木泰羽

匠の作品を踊って舞台経験を積んできた。変

第３位の１の
『おもかげ』
鈴木泰羽は菊地尚

ん個性を伸ばして行くにちがいない。

4

先生方が一心同体となってコンクールに挑

1

む色あいがより強くなるだろう。稀にみる

2

のだ。

6

青笹玲那

２部児童の部

エ

ッセイ

藤井淳子

第１位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉県知事賞
第２位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉県教育委員会教育長賞
第３位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉県芸術文化祭実行委員会会長賞
第４位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞
第５位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞
第６位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞

藤井淳子
創作舞踊部門

───────────────
創作舞踊
───────────────

堂田美瞳
沖田麻桜
髙塚祐希
岩永明希
牧野あい
西山由里子
石徳芽依
五十嵐心乙

この度はとてもありがたい賞を頂き
本当にありがとうございました。いつ
も熱心に指導して下さる先生方に感
謝の気持ちでいっぱいです。これから
も毎回のレッスンを大事にがんばっ
ていきたいと思います。

50

50

金子穂夏

中込茉那

小澤早嬉

ジ ュ ニ ア の 部
今回はこのような賞を頂くことがで
き、大変光栄です。最後の最後までご
指導頂いた先生方、応援してくれるス
タジオの仲間、そして家族の支えに感
謝しております。

第１位 埼玉県舞踊協会賞・県知事賞
橘秋子賞・津田郁子賞・
（一社）現代舞踊協会
第２位の１
埼玉県舞踊協会賞・県議会議長賞
第２位の２
埼玉県舞踊協会賞・県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

モダンダンス
2 部（児童）

高橋くりん
中島 耀
宮口真緒
伊與田稀日
寺澤亜海
浦郷 愛
名雲有希
鈴木彩葉

櫻
今村

近藤みどり

１部成 人 の 部
この度は、栄えある賞を頂けたことを
大変光栄に思います。日頃より応援し
てくれる家族 、ご指導いただいている
先生方、先輩方のお力添えがあって
の受賞です。これからも賞の名に恥じ
ぬように日々精進していきます。

今村

萌
杉原

18

28

吉田久木子

2

50

安達 雅
岸野奈央
田中麻友美
山西香澄
藤井彩加
山之口理香子
荒生由莉香
田中朝子

藤村港平

第１位 埼玉県舞踊協会賞・県知事賞
橘秋子賞・津田郁子賞・
（一社）現代舞踊協会
第２位の１
埼玉県舞踊協会賞・県議会議長賞
第２位の２
埼玉県舞踊協会賞・県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

モダンダンス
ジュニアの部

藤村港平

モダンダンス
1 部（成人）

第１位 埼玉県舞踊協会賞・県知事賞
橘秋子賞・藤井公賞・
（一社）現代舞踊協会
第２位の１
埼玉県舞踊協会賞・県議会議長賞
第２位の２
埼玉県舞踊協会賞・県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞
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50

50
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