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「新任のご挨拶」
「新役員構成」
名誉会長：津田郁子

評
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モダン・１部
（成人）
舞踊評論家

彩加は 、独特の土のにおいのする素朴で

的な響きに連動した躍動感に満ちた動き

歌』の名雲有希（チャコット賞）だ。宗教

ることが 、個々の人生を実り豊かなもの

人間として年齢にふさわしい成長を遂げ

ることもある。技術を磨くこと以前に 、

で 、より高次の芸術が追求できると思わ

ンダンスの持つ内面性を融合させること

に寄りかかる作品も散見されたが 、モダ

ショー・ダンスの形式は 、児童の運動能

れる。

は 、類型的と言えなくもないが 、身体全

にすることは言うまでもない。どんなジ

魅力があり 、コンクールらしい初々しさ

体から溢れるエモーショナルな表現に心

ダンスで求められるのは 、技術以上に表

ャンルにも共通するが 、とりわけモダン

骨太の動きの上にナイーブさが加わった

揺さぶられた。筆者は通常プロフェッシ
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名誉会長：藤井利子

があった。藤島美乃里はショーツで男の

ョナルな舞踊公演以外では 、児童・生徒の

目立った。バレエ・テクニックを自分のも

心得ている。一つの世界を形作る気概を 、

のとし 、男らしさ 、力強さを見せる術を

振付上 、特に気になったことは 、モダン

全員が感じさせた。

ダンスの常套語彙である片脚真横上げの

ただし同じ振付でも 、動き自体が意識的

ニュアンスを感じさせる場合が多かった。

児玉初穂

ョー・ダンスの見せ方を用いたものなど 、

舞踊評論家

て必要な資質と個性を持ち 、優等生タイ

多岐にわたる。芸術性を見るのか 、
テクニ

クールの醍醐味がそこにあった。

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2015年4月〜10月公演となります。 第39回舞踊協会ニュースの発行予定は2015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。

埼玉県舞踊協会会長 中村友美

を押さえた動きもきわめて個性的。ただ 、

子風。セリフ主体の音響 、あえて人間味

力を明確に見せる利点がある。ただし皆

コンクールの数が増え 、どのコンクー

「自分をしっかりアピールした大前裕太郎」

童の個性や 、本来の子供らしさの発揮と

が一律同じように見える難があった。児

いう点を 、もう少し考慮する必要がある

現の内容である。舞踊を含む舞台芸術は 、

のではないか。

個人名は記さないことにしているが 、今

ためのきっかけや手段として捉え 、観客

全体としてはやや単調 、彼女の別の面も

この他に今回のジュニア部で印象に残

片隅に置いてほしい。

あっての舞台芸術であることを必ず頭の

ルも参加者が減少傾向にあるが 、モダン

出てしまったのだ。加賀谷葵は 、
独特の動

男女の区分を設定するコンクールは別と

ったのは 、男性の台頭である。各部門で

本来劇場で観客に楽しんでもらうために

きがよくコントロールされており 、音楽

ある。コンクールは 、技術や表現を磨く

決選進出は 名。うち男子５名。決戦

と刺激し合ってダンサーとしての表現力

して 、どこでも出場者は女性が圧倒的に

しいただきたい。

進出者全体として 、とくに女性はよく訓

の確かさを示した。単調な音楽のなかに

多く 、少数派の男性が目立って有利とい

回そのタブーを破ったことを斟酌 、お許

練されており 、長いキャリアを感じさせ

動きの自由さを見せた田中朝子。無表情

われてきた。あちこちのコンクールの結

ポーズや 、両手床着き片脚上げポーズな

表現されるとダンサーとしての魅力が増

る者が多い。それだけに 、
コンクール参加

の表現が独特の知的な魅力につながった

果を見ると 、その通りと言えなくもない。

どの安易な使用である。単に体の柔らか

すと思う。つまり 、作品が本人より前に

という 、初々しい意気込みが感じられに

渡部悠。また 、赤い帽子によって 、好感度

審査員の誰もが 、男性舞踊手の不足を何

今回 、一一〇組の児童を審査させて頂

さを見せるためだけの 、新体操のような

部門 、とくにこの成人の部は昨年より１

くくなったような気がするのは 、やむを

の高いドラマを演出した伊藤有美。成熟

とかせねば 、という気持ちでいる限り 、こ

ンス・クラシックの技法を用いたもの 、シ

いた。振付は 、伝統的なモダンダンス 、ダ

割以上増加した。

得ないことなのだろうか。つまり 、作品も

した雰囲気を醸し出した佐々木奏絵が上

場の男性は 、三人とも揃って舞踊家とし

の傾向は続くだろう。が 、今回の決選出

また数は少ないが 、男子児童の躍進も

よく考えられているものが多いし 、それ

位を占めた。さらに端正な動きの小室眞

モダン・２部
（児童）

をうまくまとめているのだが 、自分のこ

由子 、たおやかな表現の田中麻友美も印
象的。

ックを見るのか難しいところだが 、評価

評

だ。言い換えると通常の公演におけるも

こを見てほしいという意識が少し弱いの
のとの違いが見えない。しかし 、これはコ

プの多い女性とは 、根本的に異なる存在

に行われ 、あるべきフォルムが実現され

価値を示していたのが頼もしい。

必然性があり 、児童への指導が徹底して

た場合もある。振付家にこの語彙を使う

男性では大前以外やや動きが固く単調に

発揮 、テクニックの明晰さを主とし 、集中

の基準としては 、振付の咀嚼度 、個性の

といったあらゆる概念から外れた組があ

わゆる「ヘン」な振付だが 、それを狙った

カ』のピアノ版で踊られた女子４人組。い

最後に 、子供らしさや 、男の子 、女の子

最も印象に残ったのは 、モダンダンス

ったことを付け加えたい。『ペトルーシュ

行われたからだろう。

るように感じる。将来プロになるか趣味

踊られた場合である。振付家と児童の真

の伝統を受け継いだ振付が 、高い密度で

力も重視した。

進路をできる限り狭めることのないよう、

として続けるかは本人次第だが 、生徒の

ている指導者の成果も着々と上がってい

また 、かつてのように頭からバレエを

なりがちだが 、白髭真二の表現に味があ

池野 惠

否定することなく 、柔軟な指導を心がけ

特徴を強くアピールしてもよいのでは
（こ

舞踊評論家

モダン・ジュニアの部

ンクール 、もっと自分のすべて 、あるいは

った。

それだけに 、個性の強い 、ピカッと光る

評

れは私見 、異論もあろう）
。
ものを見せたダンサーが目を惹いた。
一位は 、大前裕太郎
『紡いだ羽根』
。どち
らかというと短軀だが 、そのあふれ出る

剣な対話が踊りから垣間見える。芸術性

エネルギー、ジャンプ力をうまく利用し

国内外の舞踊界の動向にも目を向けるこ

豊かな作品群だった。様々な舞踊ジャン

全国各地に大きな被害をもたら

ルが混在する中で 、日本独自の舞踊スタ

て空間をかき乱し 、自分をしっかり主張

だきたい。

とを各スタジオの先生方に配慮していた

のではない。音楽から生み出された動き

夏も無事 、南浦和のさいたま市文化セン

した集中豪雨の影響も比較的少なく 、今

感覚そのものがそこにあり 、新しい世界

を 、４人が無心に実行している。身体の

す作品に工夫が必要。しかし 、創作部門

イルを身に着けることは 、ダンサーの出

した。この個性は貴重だが 、それを生か

十代半ばといえば 、心身ともに大きな
ターにて埼玉全国舞踊コンクールが開催

発点として 、また文化の継承という点か

では動きをぐっと押さえて対照的な作品

変化の時。人生でもっとも多感な時期で

らも意義深い。

顧 問：小沢金四郎
猛暑 、酷暑が去り芸術の秋の候 、
新野正代
皆様にはご健勝にてご活躍のこと
山路瑠美子
とお喜び申し上げます。
■埼玉県舞踊協会役員
役員改選の本年５月 、投票選挙
会 長：中村友美
開票後 、前会長の藤井利子先生が
辞意を表明され 、新役員会にて後
副会長：矢野美登里
任選挙となり選挙管理委員立ち会
上原尚美
いの元開票し 、６月 日の平成
相談役：由井カナコ
年度第 回総会に於いて承認され
理 事：アキオキムラ・上田仁美
会長に就任致しました。
笠原千珂子・河上正子
歴代の会長 、諸先生方が半世紀
窪内絹子・佐藤良寛
に渡り築き上げられ 、発展を続け
栃沢寿美・原島マヤ
た埼玉県舞踊協会会長という重責
藤井 香・堀部明里
を 、未熟な私が務めることが出来
松崎すみ子・山中有子
るのか？不安多々ではありますが 、
山本教子・吉田久木子
役員の先生方 、協会員の皆様のお
監 事： 大岩静江・志保野ひろみ
力をお借りして前進し更に発展 、 【担当一覧】（★はチーフ）
活動する協会として 、次代に引き
■協会運営責任者
継げるよう努力して参りたいと存
★ 中村友美・矢野美登里・上原尚美
じます。
■総 務
平成 年度 、初の大仕事 、第 回
担当理事：★ 佐藤良寛・原島マヤ
埼玉全国舞踊コンクールは皆様の
山中有子
ご協力により滞ることなく無事終
事務局員：新野久美子
了致しました。秋には埼玉協会な
■経 理
らではの「ステージ１」公演 、
「ジュ
担当理事：★ 河上正子・堀部明里
ニアフェスタ」「コレオグラファー
吉田久木子
の目」が開催されます。新しい試み
■広 報
や発見が期待され胸が躍ります。
担当理事：★ 山本教子・笠原千珂子
どうか埼玉県舞踊協会へのご支
（協会ニュース）
援を宜しくお願い申し上げます。
アキオキムラ （フェイスブック）

悩む頃でもある。さまざまな葛藤は決し

あり 、自我の芽生えと他者との関係性に

が出現した。創作物のみで行われるコン

ことしのモダンダンスのジュニア部は 、

された。
バレエ同様見応えのある激戦となった。

る力を持つ。このため 、ラインの美しさ

いた振付は 、観客の美意識に直截に訴え

を踊ったという。そのクレバーさがこれ
からの道を開くだろう。２位の鈴木いづ

に昇華され 、素晴らしい舞台成果を挙げ

てマイナスではなく 、その人なりの表現

須﨑汐理

■事業部

み。基本はオーソドックスなのだが 、繊細

結果は別掲の通りだが 、順位に関係なく

有明歩

一方 、バレエの身体 、バレエの語彙を用

担当理事：★ 藤井香・上田仁美

○コレオグラファーの目・ジュニアフェスタ

もっとも印象深かったのは『憐れみの賛

■１部成人の部■

「理事をお引き受けするにあたり」

ながら柔軟性に富んだ動きは 、現代性を

足立真珠

も感じさせ 、強く目を惹いた。続く藤井

■ジュニアの部■

原島マヤ

───────── モダンバレエ ─────────

堀部明里

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）

上川原雅子・矢嶋麻律絵

（社）現代舞踊協会／（公社）日本バレエ協会／（財）橘秋子記念財団

員：市川華代・和泉伽甫留

朝日新聞さいたま総局／埼玉新聞社／東京新聞さいたま支局

部

後援◎埼玉県／埼玉県議会／埼玉県教育委員会／埼玉県文化団体連合会

若野信子
○バレエ・モダンダンスフェスティバル

員：岡本順子・小林和加枝

吉田久木子

担当理事：★ 栃沢寿美・上田仁美
部

○ステージ１

員：北原弘子・すゞきさよこ

山中有子

担当理事：★ 松崎すみ子・アキオキムラ
部

○埼玉全国舞踊コンクール
実行委員長：矢野美登里

結果を知ったとき僕は、とても驚きま
した。表彰式まで実感がわかず 、信じ
られずにいました。本番では、ミスを
したところもありましたが、とても楽
しく、全力で踊りきることができまし
た。今後も基礎を大切に頑張ります。

田村伊吹
天野真希
山口花菜
中野真李
丹波南美
西村真実
東間一貴
名雲有希

このたびは 、埼玉全国舞踊コンクー
ルジュニア部門で１位を頂き大変嬉
しく光栄に思います。これからも 、
本間先生 、山口先生にご指導頂きな
がら 、もっともっと練習して勉強し
ていきます。

副委員長：河上正子

共催◎（財）さいたま市文化振興事業団

48

この度 、理事に選出して頂き驚
いております。私なりに大好きな
バレエに夢を抱き歩んでまいりま
した。大袈裟ではありますが 、多
少でもバレエを通じて世の中のた
めになればと思っていた時に 、こ
のような機会に恵まれました。「堀
部さんで大丈夫？」と思われる方
もいらっしゃることでしょう 、初
心者マークの理事ですが 、諸先輩
方の御助言を頂きながら 、精一杯
務めを果たしてまいりたいと存じ
ます 、宜しくお願いいたします。

主催◎埼玉県舞踊協会
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2014年７月19日（土）〜26日（土）
さいたま市文化センター 大ホール・小ホール

22

原島マヤ

員：佐々木祐子・志保野ひろみ

原島マヤ・堀部明里

窪内絹子・栃沢寿美

担当理事：アキオキムラ・上原尚美

部

○ダンスセッション

笠原千珂子・佐藤良寛
山本教子・吉田久木子

谷乃梨絵

員：愛智伸江・白石喜久枝

響

大川采恵

海藤優丞

■２部児童の部■

モダンバレエ
2 部（児童）

海藤優丞

第１位 埼玉県舞踊協会賞
橘秋子賞・津田郁子賞
県知事賞・
（社）現代舞踊協会賞
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

モダンバレエ
ジュニアの部

第１位 埼玉県舞踊協会賞
塚本響
橘秋子賞・津田郁子賞
県知事賞・
（社）現代舞踊協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
黒川はな
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
中井香里
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
荒井麻央
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
大塚果歩
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
川端木乃実
県文化団体連合会会長賞
タルマン磨野
朝日新聞社賞
宮野桃花
埼玉新聞社賞
川西凜空
テレビ埼玉賞
伊與田稀日
東京新聞賞
藤野愛未
毎日新聞社賞
早川葵
読売新聞社賞
幅口陽一
チャコット賞

塚本

担当理事：★ 窪内絹子・上原尚美

部

第47回 埼玉全国舞踊コンクール

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

埼玉県舞踊協会
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この度 、新理事になりました原
島マヤです。子供の頃からお世話
になってきた 、埼玉県舞踊協会と
私は同じ年です。新生埼玉県舞踊
協会の発展のためお役に立てるよ
う 、一日も早く仕事を覚え一生懸
命頑張ります。そして 、埼玉県舞
踊 協 会 と 共 に 歩 んで 行 き ま すの
で、
どうぞ宜しくお願い致します。

埼玉コンクールは、作品創作に挑戦
する原動力となる場所でした。今回、
名誉ある賞を頂き、先人が通った長い
道のりのスタート地点に立てた気が
します。今後とも、真摯に取り組み精
進します。ありがとうございました。

第１位 埼玉県舞踊協会賞
大前裕太郎
橘秋子賞・藤井公賞
県知事賞・
（社）現代舞踊協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
鈴木いづみ
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
藤井彩加
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
藤島美乃里
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
加賀谷葵
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
田中朝子
県文化団体連合会会長賞
渡部悠
朝日新聞社賞
伊藤有美
埼玉新聞社賞
佐々木奏絵
テレビ埼玉賞
小室眞由子
東京新聞賞
佐藤伊都美
毎日新聞社賞
白髭真二
読売新聞社賞
川合杏奈
チャコット賞

大前裕太郎
モダンバレエ
1 部（成人）
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よかったのかと思いつつ順位を確認するう
むやみに難しいことをしたがる出場者が

することであるはずだ。

大ホールのロビーに臨時に作られた審査員

査をするために、さいたま市文化センター

ンクールのクラシック１部（成人）決選の審

る。レベルの高い埼玉のコンクールで上位に

賞者には、
それぞれのバレエ人生が待ってい

然と積み重なって順位が決まった。上位入

エイトをかけるかといった視点の違いが、
雑

点するか、持って生れたプロポーションにウ

点をつけるか、役の解釈に重きを置いて採

かの点差だった。審査員の、
技術を重視して

今回は、
飛びぬけた人はいなかった。わず

人の心を動かそうとするものだ。したがっ

もならない。

っても 、それで全体の形が崩壊したら何に

り」
になるとは限らない。脚が多少高く上が

が、難しいことができてもただちに「いい踊

るために難しいパが必要になることはある

ろうが、それは本末転倒だ。「いい踊り」
をす

まだ目につく。順位を追うあまりのことだ

控室に集合した。審査員は、安達悦子 、篠

て人の心を動かすのが「いい踊り」というこ

ちに、
集計表はすぐ回収されてしまった。

原聖一、
高木俊徳 、
森田健太郎 、
由井カナコ、
入ったくらいだから 、これから先の努力い

とになる。難技が人の心を動かすこともあ

７月 日の正午 、第 回埼玉全国舞踊コ

松崎すみ子 、山路瑠美子（敬称略）
と小生の
かんにより 、良いポジションで踊れるよう

くしおおせた場合に限られる。

るが、前人未踏級の難技でない限り 、美し

百位以内や上位半分などの自分なりに設定

すには決まっているが、
一位を目指すにしろ、

コンクールに参加する以上 、上位を目指

者で、どこがどうというわけでもないのに

が踊りが乱れて入賞しなかった一人の出場

印象的だったのは、
基本はしっかりしている

備えた者がいて印象に残った。だがもっと

─────────── 創作舞踊 ───────────

すはずだ。

もっと増え、日本のバレエはもっと輝きを増

評

佐々木涼子

クラシック・２部
（児童）
舞踊評論家

創作舞踊部門

うに思われる。

今回 、１位に選ばれた『翼』（鈴

第 回ステージ１無事終了

部までよく計算された動きによ

だろう。男女のデュエットで、細

埼玉県芸術文化祭地域文化事業として

ステージ１を開催致しました。昨年より

いて 、９月 ・ 両日２回公演で第 回

彩の国さいたま芸術劇場小ホールにお

松崎すみ子 、
アキオキムラ 、山中有子

る緻密な構成が詩的昇華を可能

木泰介 、贄田麗帆）はその良い例

にした舞台だ。冒頭 、床に伏した

リフトがダイナミックな軌跡を

い、しなやかに羽ばたく。力強い

って二つの身体は繊細に絡みあ

ている。讃美歌の静謐な響きにの

男性の背に女性が反身で重なっ

さいたま市教育委員会の後援もいただ

ま市民文化祭にも参加し 、さいたま市 、

催する事業となりました。さらにさいた

文化祭実行委員会 、そして当協会が主

埼玉県 、埼玉県教育委員会 、埼玉県芸術

益々期待されるバレエ・モダンダンス公

き 、地域の文化発展に寄与することを

演に成長してきました。

描いて空間を息づかせ、白レース

けあい主題を美しく結晶化した。

の衣裳をまとう身体が一つに融

埼玉県在住の若手舞踊家を中心に グ

で独特の世界を創り上げた。舞台

を拒否した不様でさえある動き

既成の舞踊イメージやテクニック

たかい拍手を頂きました。今年７月に行

のプログラムに満員のお客様からあた

演しました。バラエティーに富んだ内容

ループが出品 、述べ 名のダンサーが熱

第２位の『パズル』（木原丹）は、

上に登場するのはハレの動きでは

ント風の断片的情景が綴られた。

のなかでヘタウマ漫画のようなコ

なくいわば普段着の日常だ。無音

作品が披露されました。また 、数年前に

からは成人の部および創作の部の上位

われた第 回埼玉全国舞踊コンクール

りは音楽と融合したとき初めて魅力を発揮

なって問題になるのが音楽のことです。踊

ゆっくりと後ろ向きに動き、形態模写では

デュオで、雨の音にノイズ音が混じるなか

は、第３位の『蝸牛』（大前祐太郎）
。男女の

舞踊作品としての工夫が感じられたの

プを開き 、
即興の基本的な心身の在り方

ん松崎えりさんの指導でワークショッ

ました。８月に２回にわたり松本大樹さ

行われた「出演者による即興」も復活し

を学びました。ほとんどの参加者が初め

形が正確で美しくでも 、音とずれていては

ないのに緩急自在な独特の動きが観る者に

します。どんなに基本に正しく踊っても 、姿
魅力も半減です。誰もが知っている有名な

につながっていくことが期待されます。

ての体験で 、今後の個々の気づきが発展

２０１４年

月〜 ２０１５年 月

協会員催し物ご案内

伊豆大島公演 回記念

復興・激励ダンスフェスティバルと歌の夕べ
スペシャルゲスト 尾藤イサオ

◎ ／ （土）
大島町開発総合センター2階大ホール
☎090
（4531）
1666 青木 健
……………………………………………
マンナバレエスタジオ発表会
◎ ／ （祝）
リリアメインホール
☎03
（3902）
2900 笠原千珂子
……………………………………………
川口市文化祭
第 回モダンバレエダンスコンサート
◎ ／ （日）
川口リリアメインホール
窪内絹子
☎048
（255）
6447
……………………………………………

MAYABALLET STUDIO CONCERT Vol25
◎ ／ （日）
クレアこうのす大ホール
原島マヤ
☎048
（883）
8407
……………………………………………
ザ・ネリマ現代舞踊展 vol.28 《有料》
◎2015／ ／ （金）
練馬文化センター つつじホール
藤里照子
☎03
（3995）
2218
……………………………………………
吉田久木子モダンバレエ研究所
第 回発表会
◎2015／ ／ （土） クレアこうのす
☎048
（541）
0926 吉田久木子
……………………………………………

◎ 第 回バレエ・モダンダンスフェスティバル

会場／川口リリアメインホール

月日／２０１５年３月１日
（日）

どこか蝸牛を想起させる。跳躍や鋭い動き

一日目は寺村敏さん山野博大さん 、２日

を得意とする大前があえて抑制した動きに

目はうらわまことさん佐々木涼子さん

ヴァリエーションで競い合うのに、テンポや

今回の授賞作のなかでアイデアの域を超

家の先生方をはじめ 、県や劇場関係 、舞

原田広美さん髙橋森彦さんという批評

リズムがいい加減とは、どうしたことでし
こと。踊らずに、音楽を本気で何度も聞く

させたのが、男性一人 、女性４人で踊られた

えて作品を織り上げる確かな構成力を感じ

どうぞ見においでください

数で、いまの日本はバレエを学ぶ子どもが

きます。いまはＣＤもあるし、お手本になる

と、曲の流れが体に染み通るように理解で

『ｈｅｒｅ』（櫛田祥光）だ。唯一の男性である

を最後までご覧いただきました。本当に

踊関係の方々にも長時間のダンス公演

に 、お見舞い申し上げます 、踊りで少しの安

異常気象により災害に遭われた地域の方々
人数が多いだけにレベルの差も大きかっ

自虐的な激しい動き、倒れかかる身体と介

たぶる場面も描かれる。椅子に座る女性の

女同士の葛藤があり 、男女３人が一人をい

（※今回のステージ１の写真は次号に掲載予定です）

と思います。

き 、今後の公演企画に反映していきたい

らぎをお届けできたらと考えております。

今年の夏は特に暑い日が続きました。また 、

世界の名バレリーナのＤＶＤがすぐ手に入

振付の櫛田は、全体の芯としての役割を効

紙による感想もたくさんお寄せいただ

ありがとうございました。アンケート用

◎編集後記
る時代。それなのに、音に合ってないヴァリ

デュオでは暴力的に激しい行為を見せる。

果的に果たし、
時に鋭いソロを踊り 、
男女の

たですが、
ここまで書いたことをクリアして

護する女性。舞台の随所で展開される断片

ます。

エーションなど見ると、悲しくなってしまい

人もいます。当然 、表現にも違いが出ます

いる人が優秀な成績を取りました。自分に

的な情景は、暴力 、自傷行為 、抗争と調和

広報部 山本教子 笠原千珂子
が、クラシック・バレエは動きがしっかりし

足りない点があると思う人は、そこに注意

など同時代のリアリティを巧みに表出して

子どもらしい人も 、ほとんど大人に見える

た基本の上に成り立っている踊りで、基本

してさらに勉強をつづけてください。来年

このコンクールは創作部門としては珍しく

と変換させる工夫が必要だろう。

のが課題。動きをさらに研ぎ澄まし詩情へ

作品だが、全体の強度が持続されなかった

的な視点と動きの構成力が光るユニークな

第５位となった『軍鶏図』（海保文江）は絵画

て大きな作品に挑戦してほしい。

いた。踊りの構成をさらに緻密に織り上げ

をいい加減にしては先々すてきな役を踊れ

舞踊評論家 立木燁子

創作舞踊部門

は今よりずっと上手になっているはずです。
基本の達成度を見ることになります。基準
が明確ですから 、判断の迷いや狂いも少な
かったはずです。
審査しながら気になったのは「体の軸」や

「埼玉県全国舞踊コンクール創作舞踊部門審査雑感」

「重心」
、肩や首の
「ポジション」
に問題がある
人です。ついで
「膝が伸びていない」「内股」
な

さる７月 日 、第 回埼玉全国舞踊コン
クールの創作舞踊部門の決選が行われた。

加の割合が高かったことも今回印象に残っ

ソロでの参加も認められており 、ソロの参
べて総参加者数の減少が気になったものの、

最終的な総エントリー数が 組。昨年に比
同じく基本ですが、
「ポワント」の問題も

構成により周到な作舞が求められるが、今

た。ただ、ソロ作品においては振付語彙や

回は新鮮な創作性を感じさせるものがなか

熱い思いが伝わる舞台が続いた。踊りの巧

舞踊家としての自己を見つめ直す貴重な機

ったことは残念だ。いずれにしても 、創作は

多かったです。つまり 、きちんと正しく立っ

わち振付としてのオリジナリティや同時代

会となる。若い才能のさらなる挑戦を期待

分野 、踊りの強度とは別に、創作性―すな
しまう 、というようなことがあっても 、正し

への説得力もしくは批評性が問われてく

したい。

さで順位が審査されるわけではない創作の

く立たなければ、じょうずに踊るのは無理

な説得力が優り 、高い評価に結び付いたよ

る。上位入賞者の作品では完成度や普遍的

年齢が低く体も軽いので、何となく踊れて

基本ができて、さて曲を踊るという段に

です。それに、
すてきな踊りになりません。

ていない人がかなりいました。いまはまだ

いくしかありません。

まずは日々のバーレッスンで地道に直して

ど。これらはどれも基本中の基本ですから 、

評

ません。従って審査も 、いわゆる表現より 、

ですが、非常に成長の著しい時期で、まだ

年齢は小学校高学年から中学 年まで

登場するにちがいありません。

かから必ずや素晴らしいバレエダンサーが

しく感じました。近い将来 、
この人たちのな

徹した振付にも計算が光った。

： 19
00

こんなにいるのかと、とてもうれしく 、頼も

ょう。そのためには、とことん曲を聞き込む

： 16
30

27

歴史のあるコンクールでアレルキ
ナーダ Va を踊って良い結果を出せ
たことがとても嬉しいです。指導し
てくださった先生に感謝しています。
これからも日々のレッスンに励み、
色々な表現ができるように頑張りた
いです。
バレエ第 部の決選は約１７０名と多人

： 16
00

4

田島美咲

舞踊は芸術であり 、芸術は（原則的には）

８人。私以外はいずれも 、
日本バレエ界で名
になる。
は、後々まで覚えているものだ。その人が大

とも必ずいくぶんかは人の心を動かすもの

審査員は自分が良い点を入れた人のこと

の売れた舞台人ばかり。踊ったことのない
１回から審査員をやっているので、慣れてい
きな舞台で主役を踊ったりしたら 、自分の

だ。本当の名優は、レストランのメニューを

のは私ひとりなのだ。このコンクールは、第
るはずなのだが、はたして舞台で踊ってき
判断の正しさが証明されたと、ひとり嬉し

逆に、美しい踊りであれば、難技がなく

た人たちと同じように点をつけられるだろ

方 、足の出し方 、そんなところにバレエの美

足る。ごく基本的な腕の運び、上体の持ち

す高度技倆でなくとも人の心を動かすには

きると言う。踊りにおいても 、人目を驚か

朗読するだけで聞く者を泣かせることがで

さをかみしめることになる。

門 行人

クラシック・ジュニアの部
舞踊評論家

対する新鮮な理解を示すとしたら 、人の心

なフォルムが形成され 、その連続が音楽に

評

うかという不安が、いつも心の中にわいて
くる。
決選の出場者は 人だった。実力は接近
していて、どうしてこんな人が決戦に残っ
たのかと首をかしげるような人はひとりも

今年のクラシックバレエジュニア部には

は詰まっている。それらが連動して有機的
中二から高二までの二百八十四名がエント

いなかった。予選の審査が適正に行われた
をつけるのは、ほんとうに疲れる。舞台を

ことの証しだ。このような僅差の状態で点

リーし、そのうち百七十名が決選に残った。

した目標を目指すにしろ 、順位は結果にす

魅力こそ本当の魅力である。この人が踊り

大変な魅力があった。すぐに理解できない

上位入賞者には技術と美の両方を兼ね

を動かさないわけがない。

見ながら 、前につけた点との関係を調整す

相変わらず大変な数である。

自分のつけた点に絶対の自信が持てないま

で、あっという間に最後の出場者となった。

ぎない。百位の座を百一位の出場者と争う

たりを繰り返すうちに、どんどん先へ進ん

るためにちょっと上げてみたり 、下げてみ

ま 、審査表の提出となる。コンピュータで処

ことや 、百四十二位の座を百四十三位の出

を続けてほしいと願うと同時に、そのよう

各審査員に、自分のつけた点が正しく集計

場者と争うことにあまり意味があるとは思

な人が一人しかいなかったことを残念にも

理するので結果はあっという間に出てくる。
されているかを確認させるために、全審査

えない。
本来の目標は、
順位そのものでなく、

がしっかり考えていれば、そのような人が

思う。自分の魅力がどこにあるかを一人一人

員の採点が載っている集計表か配られる。

や習熟度に応じたそれぞれの「いい踊り」を

18

： 15
00

西森愛

「結果的に」その順位に入れるような 、年齢

24

2

根岸茉矢

が、自分が入れた点だけはわかる。これで

■ジュニアの部■

審査員の名前が伏せられているので、誰が

30

7

初めて出場した５年生の時から、毎
年参加させて頂いている、歴史のあ
るコンクールで、このような賞を頂
けて大変嬉しいです。指導してくだ
さった先生方、家族に感謝するとと
もに、この賞を糧に更に努力してい
きます。

舞踊評論家 山野博大

クラシック・１部
（成人）

■１部成人の部■

「クラシック成人の部決選を審査して」

評

───────── クラシックバレエ ─────────
誰に何点入れたかということはわからない

10 10

10

26

41

23

11

4

90

11

12

40

48

■２部児童の部■

28

あれから早１年（10月16日）
、土砂災害が各地で起きている。
当日は友人の安否とスタジオ
（元町）
を気遣い、雨がやみ、風の
吹く中、ズタズタの道路を徒歩で5キロ先の元町を目指しまし
た。いたるところ土砂崩れで足をとられ、腰を負傷しつつ元町
中心部に、川に沿った辺り一面は木々と土砂で押し流され、町
が破壊されていました。
担ぎだされる御遺体と直面、しばし立ちすくみ合掌、我が友
人とスタジオの無事を確認、ホッとしつつも観客の知り合い
の方々が多く亡くなられたことを知り悲しみに染まりました。
また、腰の痛みがひかず、4日後に迫っている大阪の舞台の為
前日を東京での治療に望みを！針の先生に助けてもらい、亡き
先輩先生の追悼の舞台に立つことが出来、感謝の限りです。
そして2 ヶ月後の12月22日、私設野外ステージで、東京より笛
方の家元、石山裕雅氏、モダンの花輪洋治氏、細川初枝さんが
駆けつけ鎮魂、涙の日として被災し亡くなられた皆様のご冥
福と祈りを捧げることが出来ました。

この歴史あるコンクールで1位を頂
けて、本当に嬉しいです。ありがとう
ございます。
この賞に恥じないように、今まで以
上に練習にはげんでいきたいと思い
ます。ありがとうございました。
原田菜緒
高橋夏海
住山美桜
小林葵
上條恵汰
深澤萌瑛
谷口玲央
増原聖

4

助けられた肉体があってこそのダンス
悲しいときも嬉しいときもダンス

青木 健

宮原詩音

41

伊豆大島後記

ダ ンスと災害

櫻井陽菜
中村眞子

27

47

名誉ある賞を頂きありがとうござい
ます。この受賞を真摯に受けとめ、
感性 、思考、創造性を磨き、人との
関わり合いを大切に今後の創作活
動に励みます。諸先生方、
スタッフ、
仲間、家族に心から感謝し精進して
まいります。
20

櫻井陽菜

贄田麗帆
鈴木泰介
47

47

第１位 埼玉県舞踊協会賞
鈴木泰介・贄田麗帆
県知事賞
第２位 埼玉県舞踊協会賞
木原丹
県教育委員会教育長
第３位 埼玉県舞踊協会賞
県芸術文化祭実行委員会会長 大前裕太郎
第４位 埼玉県舞踊協会賞
櫛田祥光
県芸術文化祭実行委員会奨励
第５位 埼玉県舞踊協会賞
県芸術文化祭実行委員会奨励
海保文江
第６位 埼玉県舞踊協会賞
県芸術文化祭実行委員会奨励
伊藤有美
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クラシックバレエ
2 部（児童）
第１位 埼玉県舞踊協会賞
橘秋子賞・津田郁子賞
田島美咲
県知事賞・
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
井関エレナ
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
長瀬桃華
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
樋上真梨
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
齊藤縁
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
高田梨央
県文化団体連合会会長賞
上村翔子
朝日新聞社賞
定谷朋佳
埼玉新聞社賞
瀬戸環
テレビ埼玉賞
塙悠里花
東京新聞賞
中野里美
毎日新聞社賞
山本涼杏
読売新聞社賞
冨田乃愛
チャコット賞

1

佐川穂乃花
50

2

クラシックバレエ
ジュニアの部
第１位 埼玉県舞踊協会賞
橘秋子賞・津田郁子賞
県知事賞・
（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

クラシックバレエ
1 部（成人）
第１位 埼玉県舞踊協会賞
橘秋子賞・藤井公賞
県知事賞・
（公社）日本バレエ協会賞 佐川穂乃花
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
伊野波都
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
野村花
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
石原麻衣
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
久一晏寿
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
中島萌果
県文化団体連合会会長賞
西田悠乃
朝日新聞社賞
石原朱莉
埼玉新聞社賞
佐藤優美
テレビ埼玉賞
大谷玲凪
東京新聞賞
染谷知香
毎日新聞社賞
加瀬裕梨
読売新聞社賞
塚原美穂
チャコット賞
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