⑬すゞきさよこモダンバレエ教室

クラシックバレエ ２部

の自信に満ちたオーロラ姫といったぐあい

２部児童の部
第 回という老舗のコンクールは、

宮原詩音

皆川七海

クラシックバレエ
1 部（成人）

ジュニ ア の部

者の輝きが魅力になるキトリやスワニイル

したがって、
手作りの良さを生かしつつ、

音楽によって人間の感情や考えを表現す

共に筋肉と機能も変化していきますし、内

すが、子どもから大人へと変化する体型と

の年齢層は、特に技術面で伸び盛りの時で

れるクラシックバレエの中でも 、ジュニア

備軍といえる力量の持ち主で、なかでも 、

す。今回さすがに上位入賞者たちはプロ予

成長と力量の個人差による例外はありま

砂糖菓子にすることも出来ます。もちろん

必要はありませんし、金平糖を洗練された

は減少傾向にありますが、平均的レベルは

ろな理由により 、このコンクールも参加者

演技ではなくバレエの動きそのもので見事

作品と役柄の特徴を身体表情も豊かに一生

ること。その皆さんのほとんどがそれぞれ

首のライン、しなやかな四肢の持ち主であ

じ入ったのは、出場者の皆さんがきれいな

この伝統あるコンクールの決選でまず感

えているともいわれます。そんな時代の傾

相手の顔を見て話すのが苦手な若者も増

出そうという風潮が強くなり 、待つことと

かったほど、より効率的により早く結果を

れる今は、筆者の子供時代には考えられな

パソコンやスマホなどですぐに答えが得ら

ロ顔負けの技術力の子がいますが、その上

しい成長のあり方だと思います。たまにプ

年齢に応じた表現力を引き出すのが望ま

き人物像にはとても届きません。子どもの

いくら上手い子どもが踊っても 、表現すべ

するならば、
完成された大人の魅力などは、

この年齢層でこそ出せる味わいを大切に

見つめるのもいいと思います。

雑把なとらえ方で気持ちに余裕をもって

位５＝６番以内とか 番以内くらいの大

ぞろぞろ連なっていると心得ましょう。上

ら 、実際はほとんど差のない相手が前後に

クラシックバレエ １部

舞踊評論家 うらわまこと

加者 名 、この人数は他の多くのコンクー

クラシックバレエⅠ部 、成人の部は、参

むしろ高くなっています。

増加するコンクール、少子化などいろい

１つとなっています。

点にたつ、わが国を代表するコンクールの
るオペラやシンフォニー、台詞という言語

面の成長も著しい時期です。本人も指導者

しかしレベル的には多くのコンクールの頂

ひとたび舞台に立ったなら 、誰の手助け

を用いて人間の心や思想を表現する演劇。

ダのよう娘なら 、大人の雰囲気を作り出す

西田悠乃

この音楽と演劇の両方の要素をもつバレエ

に人物を描写した点で、バレエ芸術の到達

げた「ガムザッティ」（２位）の竹津栞奈は、
前には作品の稽古に入っているでしょうか

内から溢れ出るような女の情感を歌い上

ら 、本番までのわずか半年ほどの稽古の仕

点をゆく将来が期待されます。

も体調の変化に気付かず調整に手間取る

方で、ぐっと伸びる人と壁にぶつかる人 、

こともあります。コンクール出場の数か月
を要しますが、バレエもまたテクニックの

れるようになるまでには、そうとうの時間

あるいは守りに終始する人などの違いも出

点かゼロコンマの差でたちまち２〜３番 、

術でしょうか。音楽も演劇も舞台にかけら

習得にかなりの時間を積み上げなければ

時には５番くらい下がることがありますか

やモダンダンスはなんと素晴らしい表現芸

なりません。そして素晴らしいことに、そ

者の大切な仕事といえるでしょう。

てきます。それを見越した演目選びも指導

齢層の方たちがヴァリエーションを見せ
力のこもった姿には感銘を受けます。今年

てくれるコンクール。その表現意欲と集中

れは指導の先生方と生徒さんとの深いコミ

懸命表そうとしていたことでした。

向とは反対のところにあるバレエを見てい

手さは役柄の表現を導き出すためのもの

コンクールの順位は、１００点満点の１
国舞踊コンクールにおけるクラシックバレ

ュニケーションのうえに成り立っています。

本来なら 、幕をとおして作品全体の流れの

ると、ほっと心が和み 、継続とは力なりと

ですから 、技術力を見せるためにより難し

きました。

（２０１５）の夏には、初めて第 回埼玉全
エ児童の部の決選審査に参加させていただ

なかでの役柄を表現して踊られるもので

いう言葉の重みを改めて噛み締めている次

「ベストシックスを中心に充実した上位陣」

評
すが、この見せ場のヴァリエーションだけ

強さ 、あるいは脆さやか弱さなど、若者特

少女の魅力や若さを生かした美しさや力

い役を踊るのではなく 、ジュニアでこその

第です。

クラシックバレエ ジュニア部

第 回を迎えた埼玉全国舞踊コンクー

ル。わが国で２番目に長い歴史をもつ舞踊

有の内面性をいくらでも追求できるはず
なのです。ですから 、オーロラなら３幕で

県舞踊協会 、つまり地元の舞踊家たちがい

舞踊評論家 伊地知優子

コンクールです。埼玉のコンクールは埼玉
最も魅力的に踊る人を見たいですし、オデ

評

を抜き出して踊るガラ公演やコンクールで
は、プロフェッショナルのダンサーでもか
なりの集中力を必要とするといわれます。
たとえば、
「白鳥の湖」
のオディールのヴァ
リエーションなら王子を誘惑する妖しさと

はなく１幕を選んで 歳の無垢な少女を
筆者が審査に参加したクラシック・ジュニ

強さを 、
「アルレキナーダ」
なら茶目っ気と
明るさを 、
「ジゼル」
なら恥じらいと可憐さ

上げてきたものです。

ルに比べて多く 、そのなかでの決戦進出者

名 、過半数が進出しているにもかかわら

ず 、ほとんどが基礎 、技術とも一定のレベ

第１位から第３位の３まで上位６人は、

ルを超えています。

具体的な順位は別にしてベストシックスと

七海
（スワニルダ）
は、
スタイルのバランスも

いって良いと思います。とくに１位の皆川

よく 、身体を大きく使いながら爪先の動き

は繊細で、とても目を惹きました。２位の

１と２の西田悠乃と田代幸恵はともにオー

全体のまとめに留意した田代と、対照的に

ロラの１幕 、技術の高さを印象づけた西田 、

興味がもてました。優れたジゼルが多かっ

巧みに役の雰囲気を表現 、あとは佐藤優美

た中で、とくに３位の１の石原朱莉は緩急

成人に向いた作品ですが、菊池彩美（３位

や山田若菜など。パキータのエトワールも

の３）
は魅力的なプロポーションを生かして

翠もしっかり。上位６人に続くガムザッテ

アピール、やや下位でしたが、坂本菜々、郷

ィの水友香里も伸び伸びした柔らかい動き

で、同じく海賊の齋藤香蓮も同等の力。他

田代幸恵

１ 部成 人 の 部

では高い技術の村上莉奈（オディール）
、珍

花奈 、ファラオの娘の田中紀礼も記憶に残

しい作品を踊った、幻影のオーロラの鈴木

に進み 、
白鳥の王子の大塚卓が第３位の２、

っています。男性は６人参加 、４人が決選

性は大きいですが、現在のレベルではバジ

たしかに恵まれたスタイルと雰囲気 、将来

この成人の部は、ほとんどは進路は決ま

ルを踊った金子真也が上でしょう。

場合には、作品の解釈を表現 、個性はもち

って、プロを目指すものが多いはず。その

性 、調和も当然に要求されます。コンクー

ろん必要ですが、群舞の一員としての同調

して生かして欲しいと思います。

ルはこれからのことを考え、経験する場と

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2016年4月〜10月公演となります。 第41回舞踊協会ニュースの発行予定は2016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

皆川七海

成果を得るために、
たった一人で踊る─。

評

長谷川華

もなく 、これまでのレッスンで重ねてきた

基礎技術の習得に 年はかかるといわ

石川ひなの

大人でも容易でないのに、児童という年

出さなければならないからでしょう。

吉江絵璃奈

ろいろと努力して立ち上げ 、工夫して練り

沢山の方々のご参加お待ち申し上げております。

歴史のあるこのコンクールでこのよう
な賞を頂くことができてとてもうれし
いです。先生 、私を支えてくれた方々
に感謝をし、これからも努力してがん
ばっていきたいです。ありがとうござ
いました。

せられる将来の役とし、今は、たとえば若

※注意事項をよく見てお間違えのないようお申し込み下さい。

山本涼杏

ィールやエスメラルダの色気は
「大人」
を見

【埼玉県舞踊協会ホームページ】

宇田美久

ち抜いた１７０名が決勝に進出しました。

http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp

クラシックバレエ
2 部（児童）

ア部門
（中学２年〜高校２年）
は、予選を勝

卓

大塚

クラシックバレエ
ジュニアの部
宮原詩音

伝統あるこのコンクールで１位をいた
だき大変光栄です。今回の受賞を糧
にして、舞台で輝くダンサーになるた
めに、これからも日々努力していきた
いと思います。

コンクールへの参加はホームページからのみ受付いたします

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

初々しいオーロラ姫と第３幕の結婚式で

《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

─────────────── クラシックバレエ ───────────────
に、テクニックと同時に役柄の解釈も打ち

帰りの新幹線の中で１位を受賞した
と連絡を受けたときは、とても驚きま
したが時間が経つにつれて嬉しい気
持ちでいっぱいになりました。指導し
てくださった先生やサポートしてくれ
た家族にとても感謝しています。

84

菊池彩美
水友香里
齋藤香蓮
佐藤優美
金子真也
庭 秀美
山田若葉
松本美樹

《会場》さいたま市文化センター 大ホール・小ホール（入場無料）
《日時》2016 年 7 月 21日（木）〜 28 日（木）

第48回 埼玉全国舞踊コンクール
をこめて、
「眠れる森の美女」なら第一幕の

埼玉県民芸術文化祭 2016 参加

2015年７月22日（水）〜29日（水）
さいたま市文化センター 大ホール・小ホール
舞踊評論家 林 愛子

増原 聖
田代華梨
廣本柚帆
小笠原祥真
山西美那
利田有咲
千野円句
深津安優果

50

石原朱莉

埼玉全国舞踊コンクール2016

第49回

葵
澤野

縄田花怜
中島 耀
布瀬川桃子
岡田紗綾
長澤愛華
松丸更紗
堀内文音
石原璃子
山内彩未

10

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

松浦祐磨

48

竹津栞奈

10

8

（出演順）

⑦細川初枝モダンバレエスタジオ

縄田花怜

「ごあいさつ」

⑥吉田久木子モダンバレエ研究所

45

埼玉県舞踊協会会長 中村友美

⑫谷 乃梨絵モダンダンススタジオ

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

48

⑨中村友美・上田仁美モダンバレエスタジオ

20

1

《会場》川口リリアメインホール（入場無料）
《月日》2016年3月6日
（日）

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

16

自然災害が多発した この秋 、被
害を受けた方々の御苦労のニュー
スを見る度何かお役に立つことを
せねばと胸が痛みます。ＴⅤに流
れた研究者の説によると４００年
ごとに訪れる現象の年とか…防災
についてしっかり認識し準備せね
ばなりません。
埼玉県舞踊協会は猛暑の中（
／ ～ ）埼玉県並びさいたま市
関係他 、多くの方々のご支援 、御
協力により第 回埼玉全国舞踊コ
ンクールを無事成功裡に終え 、秋
の恒例であるステージワン公演を
／ ・ （土・日）
彩の国さいたま
芸術劇場小ホールにて若い力の創
作と演技の結集で好評に終えるこ
とが出来ました。 ／ （日）地域
住民との文化交流を目的にジュニ
アバレエフェスタをさいたま市文
化センターのご協力でホール前の
広場で開催致します。 ／ （日）
には狂言とのコラボレーションに
よるコレオグラファーの目 vol.14
足袋 nce
「茸・くさびら」
をこしが
や能楽堂にて開催致します。同じ
く ／ （日）２０１５国民文化祭
かごしまに 、協会員応募から選ば
れた若野信子作品
「 Window
」
が参
加致します。新鋭中堅の協会員 、
理事等が担当し活躍致します。
芸術の秋 、協会員の皆様には各
地域に於ける文化祭等々活躍の場
が多数あると思います。チャンス
を逃さず是非 、地域文化活動に参
加なさってバレエ・モダンダンスの
芸術性を発表なさって下さい。
皆様の今後の御活躍ご発展を期
待し祈念申し上げ 、ごあいさつと
致します。

⑤バレエスタジオ ル・シエル（伊藤一枝）

1

⑪バレエ団ピッコロ（松崎すみ子）

48

（原島マヤ）
①第48回埼玉全国舞踊コンクール上位入賞者披露（二部／ジュニア部 一位・二位 ） ⑧マヤバレエスタジオ

29

19

バレエ・モダンダンス・フェスティバル

11

⑩川名今朝美モダンバレエスタジオ

④窪内絹子モダンバレエスタジオ

11

③藤井・上原舞踊研究所
（藤井 香・上原尚美）

10

②和加枝舞踊研究所
（小林和加枝）

Saitama Dance Association
NO.40

22

伸びゆく彩の国さいたまの子どもたちによる

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

9

11

第49回

2015.10.10（土） NO.40

S･D･A･NEWS

評
モダンダンス ２部
舞踊評論家 門 行人

く 、体にストンと落ちて自分の中から出て
目の当たりにして、鍛錬を重ねる意欲や目

一体となって歩み練り上げた踊りの数々を
ける。故・藤井公先生をはじめとする埼玉

日本を代表する舞踊家の登竜門であり続
〈私達〉
の気配よりも 、
〈私〉
の存在が前面に

ることは想像に難くない。それでもなお 、

た作品の割合が高かったことを記しておく。

を表現せずにはいられないという核を備え

松崎すみ子、

佐 多 達 枝、

標を掲げて前に進む熱意をひしひしと感じ
舞踊家審査員はお歴々ばかりであり 、批評

県舞踊協会の先生方のご尽力あってこそ。
どきに相応しい表現をすることができる。

何歳であっても踊りはできるし、その時

能性があるはずだ。〈私〉の声を響かせるこ

不可能であり 、ダンサーの数だけ表現の可

モダンダンスを一つの型に押し込むのは

の 国 さい た

木全義男
（彩

藤 井 利 子、

出た作品に出会うことができた。

くる表現で、
可能性の深さを示してほしい。
難しい要求ではない。踊り手が最も輝く
家も初めて審査を受け持った 年前以降で
ンサーの演技に、一人の人間として経験を

だからこそ 、心身が成長する時期を経たダ

かと、
つらつら考えた。

とは、モダンダンスの一つの在り方ではない

館長）
、斎藤

ま芸 術 劇 場

審査に際しては
「技術」
と
「表現力」
が問わ

た。

ンス双方に見識を持ち 、持続的に活躍し、

いえば不肖私はさておきバレエとモダンダ

けだ。近くで見ている指導者が最もよく知

ような踊り方 、見せ方を提示すればいいだ

踊っていたり 、床をしっかり捉えていたり

れる。無理のない体使いをして、きっちりと

今回 、モダンダンス２部の審査員を務め
過程で自然と見えてきてしまうものであ

譲一（舞台演

っているはずのことだ。技術的優劣はその
積むことの大切さを改めて感じた次第だ。

博 大の８名。

出家）
、山野

っていたようだ。それにしても 、
こういう回

点を入れることになる年代の者たちがそろ

こういう風景を見せられると、どうしても
日本ならではの世界を描いた上位作品

顧的なものを創れる作者はいったい何歳な

風景が出現。８人の女性が舞台いっぱいに

第２位の原島マヤの
『土の匂い』
にも昔の

２０１３年から始まった埼玉全国舞踊コ

敷き詰めた土色の布の上で踊り 、白い衣裳

創作舞踊部門を審査して～

の……。

～第 回埼玉全国舞踊コンクール

舞踊評論家 山野博大

創作舞踊部門

るにあたり 、率直に言って水準を危惧して
審査経験も豊富な方が揃う。参加者の水準

ンス部門では、多くの出場者が定番ステッ

ンクールの創作舞踊部門は今回が第３回目

プを披露する。両脚を１８０度以上に広げ

評

いた。モダンダンス部門の審査員を務める
といった点は基礎技量として大切だ。また

モダンダンスの審査をする毎に考えずに

り、
ワザだけを個別に見せる必要はない。

はいられない事柄が、今回も頭をもたげた。

批評家は、本欄で毎年のように「作品が類
踊を深く愛する人々が関わっていることを

も高いが、歴史と伝統が醸す格の高さと舞

技術を見せる場合も 、難度より質が重要
振付や作品のニュアンスを踊り手自身が噛

だ。表現にまで高められた基本的なテクニ
み砕き、内面／外面から伝える力はアーテ

型的だ」「技術偏重だ」と非を鳴らしている

すなわち 、モダンダンスとは固有の技法と

し、コンクールを見ると私も類似の感想を
誇っていい。再来年に 回目を迎える。今

ィストとして飛躍するには欠かせない。そ

様式を備えた、
固有のジャンルなのか、
とい

ックは印象がいいが、必然性がよくわから
う問題である。

抱くのが常だった。だが今回は、思ったよ
ルを通じて、さらなる研鑽を積み 、未来へ

モダンダンス １部

しばしば指摘されている通り 、モダンダ

回の参加者の方々が埼玉全国舞踊コンクー

評

向って羽ばたくことを願うばかりだ。

振付を競う部ではないが、参加者の資質な
らびに個性と作品の主題やモチーフが一体

して技術と表現力は不可分である。創作や

となり 、技術と表現が分かち難く結び付い

素を増やすだけだ。
舞踊語彙だけに頼る必要もない。非舞踊
たものが上位に入ったと私は思う。何人も

ない雑な難技は、点を稼ぐどころか減点要

とはいえそれも程度問題で、例年の不平
的な身ぶりや衣装など、活用できるものは
の将来が楽しみな人たちに出会えたことは

りも生き生きと躍動している参加者が大半

にも一理ありと感じる部分はある。特に、
導
力を過不足なく示して、惰性的になる前に

なんでも活用してかまわない。踊り手の魅

で、
ほっと胸をなで下ろした。

少なくない。習熟度の関係で使える語彙が

入はよくても途中から惰性に流れる作品が

た跳躍 、脚を高く蹴り上げて静止 -----と
いった動きに既視感を持っている方は少な

本よりは増えたが、
一作年の 本には届か

舞踊評論家 上野房子

ダンサーの技量を審査するコンクールゆ

個々のダンサーの動作の細部にいたる創作

つての日本の農村部に取材したものだが、

喜ばしく審査員冥利に尽きる。
高校卒業以上の男女が出場するモダン

なかった。創ることよりも踊ることへの関

さっと切り上げるのが賢明だろう。
ただし、ごく一部とはいえ勢い勝負とい

心が高い現状をどう考えたらよいのであろ

限られるため 、似たフレーズの繰り返しに
うか高度な技を生のまま 、あるいはひけら

りこなす出場者には高得点を付した。上位

え、わたし自身 、高難度の振付を確実に踊

れだけでは人に感動や衝撃をあたえたり考

には初めての経験で、
ジュニア・児童部門と

入賞者達は、誰もが見事な技術の持ち主だ

うか。
しかし、そのように採点することによっ

子の『雨夜譚』だった。５人の女性ダンサー

国の春間近の風景だった。彼女はシャープ

第３位の川村真奈の
『残雪』
は、日本の北

の力量の差が順位を分けた。

描いた。テーマは第１位の作品に近い、か

（作業衣）
がしだいに土で汚れて行く様子を

コンクールの固定観念にとらわれること

ダンス一部の審査を拝命した。ジャンルは

だ。 本のエントリーがあった。昨年の

なく 、目の前の踊り手を見つめ直すことが

問わず 、成人部門を審査するのは、わたし

くないだろう。

「類型的」だとどこがいけないのか。作品
も 、多く回っても 、柔軟性を強調しても 、そ

かして見せる向きも…。いかに高く跳んで

なりがちなのだろう。
出発点であってほしい。

価できれば用は足りている、とも考えられ
モダンダンス ジュニア部

った。

げており 、むしろ情緒的なものと一線を画

な動きをしっかりと組み込んで作品を仕上

８本が決選へ進んだ。第１位は富士奈津

の違いは実に興味深いものだった。

期の一般家庭の風景。水が流れたり跳ね返

が金属製の盥や傘を持って踊る姿は昭和初

年少者を審査した際には、コンクール出

えさせたりすることは難しい。表現に関し

し込めてしまうのではないか、との懸念も

て、
モダンダンスという表現を一つの枠に押

鶴の折紙を積み重ねて残雪に見立てた舞

したところに見どころを置いていた。白い

ても 、その人固有の生きた精彩のある表情

場にあたって彼女／彼らが指導者と過ごし

ったりする音を流して、個々のダンサーに

評

の芸術性を競うわけではない。踊り手を評
る。
一つ言えるのは、類型的な動きは踊り手

た時間の蓄積を感じることが多かった。彼

生じ、
〈コンクール風〉という枠を飛び越し

自然と近いところで暮らす人たちの日常を

舞踊評論家 高橋森彦
ージを小手先の表情で取り繕っても胸に響

とは離れたものがあった。おざなりなイメ

女／彼らと指導者が、二人三脚でコンクー

踊らせ、電気洗濯機や電気冷蔵庫がまだ普

の外部にあるため 、踊り手が振付を
「なぞっ

かない。コンクールも公に人前で踊る場で

高得点につながらなくとも 、印象に残る作

た作品を見る喜びは格別だった。必ずしも

い、
評価も低くなる。
一昨年のモダン２部決選に続いてモダン
ジュニア部決選の審査を務める機会をいた

演技の主語が、〈私〉
というよりも、〈私達〉
に

ルの舞台で踊っているように見えたのだ。

て」しまいがちになるということだ。いきお
類型的な動きに生命を吹き込むのも職
あると肝に銘じるべきであろう。散々聞い

台効果とダンスとの対比が、今の時代に生

た繰り言を…と思われるかもしれぬが改め

きる者の表現だった。

に当たったのは、
うらわまこと、
加藤みや子、

つ』
、第５位の藤井淳子『反骨』
、第６位の松

第４位の久住亜里沙『氷点下の上に立

及していなかった頃の、どこか懐かしさに
また、決選進出者 人のうち 、男性は２
割弱と少数だったものの、どうしてもこれ

満ちた空間を出現させた。この部門の審査

品があった。

年生から高校３年生までの６年間は身

指導者の下で入念にリハーサルを重ねてい

モダンダンス一部の出場者も 、もちろん、

近い、
と喩えればよいだろうか。

だいた。ひと口に
「ジュニア」
といっても中学

埼玉全国舞踊コンクールは現在に至るまで

コンクール盛りの昨今だが 回を数える

て指摘させていただく。

業的には大事なスキルだが、
コンクールは、
体が大きく発育するし、いわゆる思春期な

その能力を示す場としてふさわしくない。
それよりは、身体が踊りをとおしてどのよ
頃」
に違いない。とはいえ参加者と指導者が

元日奈子『夕方の隣人』もそれぞれに充分

な手応えを感じさせる佳作だった。埼玉全

国舞踊コンクールの創作舞踊部門では、第

１回から日本的な題材を新しい舞踊の動

２０１５年

月〜 ２０１６年 月

協会員催し物ご案内

「おおみや洋舞協会」
第 回公演《有料》
◎ ／ （日）
彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
☎048
（645）
6551 おおみや洋舞協会事務局
……………………………………………
第 回モダンバレエダンスコンサート
◎ ／ （日）

川口総合文化センター リリアメインホール

☎048
（255）
6447 窪内絹子
……………………………………………
周年記念すゞきさよこ
モダンバレエ教室第 回発表会
◎ ／ （水・祝）
東松山市民文化センター
☎049
（285）
3198 すゞきさよこ
……………………………………………

「埼玉県芸術文化祭地域文化事業・
第 回ステージ１盛会裡に終了」
ステージ１担当 アキオキムラ

23

９月 日・ 日の週末２日間 、彩の国さ
いたま芸術劇場小ホールでの公演は天候
に恵まれ来場客は両日合わせて約４９０
名とほぼ満席の盛会となりました。
出演者有志による即興に始まり 、 個の
応募作品と協会推薦作品１つ 、本年度コン
クール成人の部上位作品５つと創作第１
位作品披露が行われました。出演者総数は
名 、２時間半の熱気あふれる舞台となり
ました。
初日楽日とも舞踊批評家をはじめ舞台
関係者および先輩舞踊家多数のご来賓に
恵まれ 、打ち上げパーティーでは作品ごと
のご感想をたくさん頂戴しました。実り多
いフレッシュなダンス公演となりました。

◎編集後記
２０１５年 春 、夏 日本各地で天候不順
に悩まされ 、暑い夏を乗り切りました。協
会行事「埼玉全国舞踊コンクール」「ステー
ジ１」無事終了 、次の催し物に向け協会員
皆様方からの協力 、お願い致します。
広報部 笠原千珂子 山本教子

という点でも俳句と舞踊はよく似ていると思う。

を占めてきた。この流れは、戦前から続く

10

23

く、それによって大きな力をつける。そして、賞を獲得

きと調和させた地道な作りの作品が上位

4

18

して、それで終わりではなく、そこからが本当の出発

蓄積されたものを充分に発酵させて世界へ

： 13
30

： 15
00

だ。舞踊コンクールも、同じだが、出品する過程が楽し

日本の現代舞踊につながっている。ここに

： 16
30

コンクールなどは嫌いという人もいるが、私は好き

発信したら 、
などとつい夢想してしまう。

10

8

20

20

29

の業だ。

藤井淳子

11

回挑戦し、入賞２回、二位が一回。一位をとるのは至難

40

22

久住亜里沙

創作 舞踊 部門

オオミズアオ蛾バレエスタジオにて死せり

川村真奈

ので、心の持ち様に関しても難しい「お年

１ 部 成 人 の 部

コート脱ぎセーター脱げばバレリーナ

原島マヤ

42

2

田中麻友美

11 27

ある。二十句出して、審査員の選を受ける。今まで五

2015.11.1
（日） 16：00〜
こしがや能楽堂

稽古場に大寒の日の当たりたる

水野多麻紀

19

一年に一度、所属している俳句結社のコンクールが

（くさびら）
「茸」

に身近過ぎて客観的になれないからだ。

大橋美帆

35

足袋nce@ 能楽堂

を詠みたいと思うが、これが中々むずかしい。あまり

足立真珠

ジ ュ ニ ア の 部

趣味で俳句を始めて二十年になる。せっかく舞踊の

丹波南美

12

と思う。

コレオグラファーの目vol.14

仕事に携わっているのだから、踊り手や稽古場の風景

松元日奈子

この度は身に余る賞を頂き、驚きと喜
びと感謝の気持ちで一杯です。私を
教え導いてくださった先生と、最後の
瞬間まで共に進み続けてくれた仲間
たちや、支えてくださる方々のお陰様
で、この雨夜譚を創り踊ることができ
ました。

鈴木泰羽

77

沢山作った中で、ましなのは、せいぜいこの三句かな

48

50

萌
渡部

裕
山本

響
塚本

陽
工藤

２ 部 児童の部

志保野ひろみ

エ ッセイ

富士奈津子

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
埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞
第５位
埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞
第６位
埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞

創作舞踊部門
富士奈津子

清野まなび

50

────────────────
創作舞踊
────────────────

西岡 翼
菅原はる菜
伊藤有美
小室眞由子
鈴木泰介
藤村港平
森川瑶子
柴野由里香

このような素晴らしい賞を頂けたこと
は、今まで応援してくださった皆様に
何か恩返しができたようで、大変嬉し
く思っています。これからも感謝の気
持ちを忘れずに精進して参ります。本
当にありがとうございました。

大塚果歩

48

今村 櫻
宮口真緒
東間一貴
名雲有希
星 瑠奈
藤本 舞
渡邉瑠莉
清水理那

埼玉コンクールという大きな舞台で
輝かしい賞を頂けたのは、先生方のご
指導 、家族や仲間の支えがあったから
だと思います。今後も感謝の気持ちを
忘れず 、一人でも多くの方に感動して
もらえるダンサーになりたいです。

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

モダンダンス
1 部（成人）
大橋美帆

小澤早嬉

1
酒井のぞみ
錦貫真南
吉岡あおい
細田凛々子
木屋杏梨
小川愛祐美
山田怜奈
関根佳子

今回の埼玉全国舞踊コンクールで１
位をいただけたことをとても嬉しく思
います。まだまだ未熟な私ですが、こ
れからはこの賞をバネに自分の欠点
と向きあって、毎日の練習に励んでい
きます。ありがとうございました。

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

鈴木泰羽
モダンダンス
ジュニアの部

川西凜空

部から押しつけられたよそ行きの表現でな

モダンダンス
2 部（児童）

井上萌美

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

井上萌美

うに表現を遂行するかを見せてほしい。外

──────────────── モダンダンス ────────────────
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