21

評
クラシックバレエ・１部
（成人）

しかし、そのなかでも上体の表現が手薄

舞踊 、そして創作舞踊について改めて

ルの審査員として携わることができ 、

考える素晴らしい機会をいただきまし

めには、精進につぐ精進を重ねバレエに

たことを 、埼玉県舞踊協会のみなさま

サーもあり 、踊りの完成度において大き

気がします。さらに音楽と一体となった

重点がおかれていて、作品の解釈や表現

「表現」として魅せるとなるとハードルが

になっている方が少なからずいて惜しい

５人までが同じスタジオの門下生だった

の喜びは格別である。このたび、入賞者

身を捧げる覚悟が必要だが、報われた時

に輝いた田中美帆は、技の完成度が高く 、

な差が生まれた。
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『金平糖のヴァリエーション』を踊り第一位

踊りたいように踊るだけでは作品とし

プトを明確にした上で 、想像と思考を

ては成立しない。作品の源となるコンセ

繋がる。今回の決選出場者では 、特に第

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

はあまり重視されていないように思いま
したがって、コンクールでも、ジュニア

舞踊は 、技術と表現が交わることで

に感謝いたします。

レオグラフィ（作品を作ること）
」と「パ

か。「オーロラ 幕の

とに感じ入りました。上位入賞者にはヴ

１位を受賞した久住亜里沙
「側にいると

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2020年4月〜10月公演となります。 第49回舞踊協会ニュースの発行予定は2020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。

した。

高くなります。もっと上の段階になると、

るこの部門は次代を担うダンサーの皆さ

フォーマンス（踊ること）
」は異なる想像

場者の皆さんの意識が高いと思われ、総
ムザッティのＶａ』を華やかに踊った。３

あったのは確かです。上記のなかに口や

繰り返し具現化することを努めてほし
が楽しみな方々が散見されます。

ァリエーション 曲を見ただけでも将来

肩で息をするのではなく 、お腹でしっか

位３、新山希琳は、姿勢 、ポジションなど

ー同士が信頼関係を築くことで 、パフ

い。振付家とダンサーなど 、クリエータ

とが目的ではありません。しかし、まだ

いうこと」と 、第２位を受賞した坂田尚

客を魅了することができる舞踊表現に

いでしょう。でも、
わずか 分間の踊りで

若い皆さんが順位・点数という他者の明

ォーマーの身体がさらに生かされ 、観
『エスメラルダのＶａ．
』を踊った阿部琴

あっても、そこからさまざまなことを読

確な評価を受ける厳しい環境に身を置

バレエ芸術の世界は奥深く 、コンクール

もいました。

りと呼吸して自由自在に魅せる踊り巧者

基本に則ったバレエ美を披露 、
『オーロラ

なるほど成人したプロに対してでも短い

そう書くのは無責任かもしれません。
とりわけエポールマンを意識した優雅な

曲 つですべてを理解することはできな

１幕のＶａ』を詩的に仕上げた。立ち姿 、
動きは音楽と融けあい出色だった。

羽は真紅のチュチュをまとい、タンバリン

力
（曲をいかに解釈し踊っているか）
、音楽

み取ることができます。テクニック、表現

はあくまでも通過点です。順位を競うこ

動きで華やかさを印象づけ、朝日新聞社

也／中西涼花「 resonance
」の２作品
からは 、
コンクールという場を忘れさせ

を手に長い手足を活かしたくっきりした

な姿に心から敬意を表します。熱戦に立

き、自身を磨き高めていこうとする真摯

と 、無機質な椅子との対比が面白かっ

リフトを巧みに絡ませた情熱的な身体

つの椅子で可視化し 、ダイナミックな

いるということ」は 、２人の関係性を２

さがあるというわけではないが 、
「側に

ちらもデュエットからなる作品で斬新

てくれるほど 、それらが見て取れた。ど

性 、それに振付 、衣裳やメイクなどを通

創作舞踊部門

舞踊家 小㞍健太

はじめにこの場をお借りして 、第

評

ち会えて光栄でした。

して本人の資質やどのようなバレエ観を

上位入賞者のどこが優れていたのか―

賞に輝いた。技術的なアピールとともに

―。まず開脚がしっかりし、身体の引き

主人公が背負う運命の悲哀までをも感じ

選にもれたダンサー達の課題は、
アン・ド

上げができていることは基本中の基本で

持つ指導者に学んでいるのかは見えてき

ゥ・オールをはじめとしたバレエの基礎を

す（簡単ではないのですが…）
。全体的に

させたらさらに表現に奥行きが生まれる

徹底して身につけ、バレエという様式に

見ると、多くの皆さんが跳躍や回転など

ます。

相応しい身体を作ることである。その上

だろう。

ではじめて優れたバレエ表現が可能とな

た。「 resonance
」
は、
音楽の使い方に工
夫があるとさらに良かったが 、手先の

けるアーティストになってほしい。

身の求める舞踊表現を明確に伝えてい

すことを忘れてはいけない。他者に自

あるが 、ダンサーの存在が作品を生か

て作品を創造することはとても重要で

強い表現であった。最後に表現者とし

のダンサーの個性が生かされていて力

たユニゾンのムーブメントにおのおの

」は 、作品終盤に勢いがなくな
the end
ってしまった印象が残ったが 、息のあっ

身体の表現で見たかった。第４位の「 to

ので 、
ラストシーンでも小道具ではなく

命を象徴しているようで印象的だった

れが踊るパートが 、エネルギッシュで生

て─ 」
は 、タイミングをずらしてそれぞ

あった。第３位の「崩壊の貌─軍艦島に

っていくようで切なくドラマチックで

い出がさらに遠ざかりただの記憶にな

の感情が反響する中 、２人の過去の思

き込まれた。互いの存在が共鳴し 、２つ

繊細な動きに表情があり 、冒頭から引

回目となる歴史ある埼玉舞踊コンクー
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舞踊評論家 うらわまこと

という事実は興味深い。指導者との共同

美を創造する芸術です。その美の概念

確かなステップで音楽性に富んだ踊りを

っているか」という理解力が問われてき

「どのような作品の、どの場面をいかに踊

位は３人 、３位１、
『ジゼル』
のヴァリエー

衆目の一致するところではないでしょう

じて 曲をしっかりと踊り切っているこ

と思考が必要であり 、パフォーマーが
印象に残る。２の布瀬川桃子は長身を活

」「オーロラ 幕の
Va
かしてめりはりの効いた動きを披露 、
『ガ

」などを踊った方々は接戦でしたが、
Va
上位に来る方はやはり一段高いレベルに

3

ルダの Va
」の渡邊流莉花さんらは、同曲
を踊った方のなかで群を抜いていたのは

まず感じたことは 、舞踊において「コ

合的に考慮して審査しました。

者の双方に対して）
があるかどうかを総

トや題材から得た想像力（作家と実演

術
（照明デザイン、衣装など）
、コンセプ

そして作品の構成
（音楽 、振り付け）
、美

パフォーマーの舞踊の技術と表現力 、

作業でもあるコンクールの結果として注

披露して総合評価が高かった。第２位の

位「サタネラの

」
の田中杏咲さん、第 位の 「ドルシ
Va
ネアの Va
」の太田ひなのさん、第 位の
「スワニルダ 幕の Va
」の澁谷菜々瀬

その意味において第

目に価しよう。 伸び盛りのダンサー達

１、
『オディールのヴァリエーション』
を踊

舞踊評論家 高橋森彦

クラシックバレエ・２部
（児童）

は多様ですが 、私の美の概念に従って 、

評

ます。
の今後の成長と活躍を期待したい。

隙のないコーディネーションで振付の骨

った坂本夢は、小柄ながら表現力に富み、

ジルのヴァリエーション』で第２位の２を

子をしっかりと捉えた踊りを見せた。『バ
獲得した加藤航世はコンクール毎に進境

さん、第 位の 「アルレキナーダの Va
」
の加藤由佳理さん、第 位の 「エスメラ

2

1

3

この度は歴史あるコンクールで第1位
を賜り、有り難うございました。今後
も皆様に愛される作品を生み出せる
よう精進して参ります。師匠 、仲間
や家族の支えのお陰で成就すること
が出来ました。心から感謝申し上げ
ます。

の目立つ技を上手にこなしていました。

創作舞踊部門
久住亜里沙

49

70

28

1

2

3

式あるコンクールの決選にふさわしく出

3

んの
「初めの第一歩」
です。しかし伝統と格

小学 年から中学 年までが参加す

2 3

1

まで神経の行き届いたたおやかな踊りが

決めてテクニシャンぶりを発揮した。第３

を示し、ジャンプ、
回転など大技を美しく

2

ションを踊った安達仁胡は、ポワントの先

1

2

歴史あるコンクールで、このような賞
をいただきとても嬉しいです。熱心に
指導して下さる先生方、応援してくれ
る皆様に感謝し、これからも目標に向
かって努力していきます。ありがとう
ございました。

る。バレエのテクニックを的確にこなすた

────────── 創作舞踊 ───────────

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞… ……………久住亜里沙
第２位 埼玉県舞踊協会賞
県教育委員会教育長賞…………坂田 尚也
中西 涼花
第３位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉芸術文化祭実行委員会会長賞…… 久慈恵里奈
第４位
埼玉県舞踊協会奨励賞
埼玉芸術文化祭実行委員会奨励賞…… 嶋澤のどか
第５位
埼玉県舞踊協会奨励賞
埼玉芸術文化祭実行委員会奨励賞…… 岡 由利亜
第６位
埼玉県舞踊協会奨励賞
埼玉芸術文化祭実行委員会奨励賞…… 原島 マヤ

10

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……………………田中 美帆
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
夢
県議会議長賞…………………… 坂本
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 加藤 航世
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 安達 仁胡
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 布瀬川桃子
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 新山 希琳
朝日新聞社賞…………………… 阿部 琴羽
埼玉新聞社賞…………………… 松﨑 和花
テレビ埼玉賞…………………… 勝原 佳音
東京新聞賞………………………… 大熊 那月
毎日新聞社賞…………………… 山田 茉子
読売新聞社賞…………………… 杉本 美実
葵
チャコット賞…………………… 中島

3
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（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

6

1

「令和を迎えて 」

──────── クラシックバレエ ────────

16

撮影◎山口フォトアート
（有） 山口晴久

30

4

31

11

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）

10

1

埼玉県舞踊協会会長 中村友美

朝日新聞さいたま総局／埼玉新聞社／東京新聞

1

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…………………田中 杏咲
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 太田ひなの
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 澁谷菜々瀬
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
凛
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 松丸
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 加藤由佳理
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 渡邊流莉花
朝日新聞社賞…………………… 斉藤ひなた
埼玉新聞社賞…………………… 岡田 一花
維
テレビ埼玉賞…………………… 盛永
東京新聞賞………………………… 大竹 悠佑
毎日新聞社賞…………………… 水戸野彩花
読売新聞社賞…………………… 小久保陽菜
チャコット賞 … ………………… 吉田 百花

26

8

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

24

《クラシックバレエ・創作部門》
2019年7月26日
（金）
〜31日
（水） 埼玉会館 大ホール
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コンクールの1 ヶ月前に怪我をして、
思うように練習ができなかったので、
心配でしたが、1位を頂くことができ、
とても嬉しかったです。今回は、アー
ムスの動きのつなぎをどうしたらきれ
いに見えるかを研究しました。
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…………………孝多 佑月
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 川本 実夢
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 田上みずき
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 御沓 紗也
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 茂木侑良々
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
智願
（一社）県文化団体連合会会長賞… … 朴
朝日新聞社賞…………………… 北畠 美侑
埼玉新聞社賞…………………… 葛西あおい
テレビ埼玉賞…………………… 佐藤 優美
東京新聞賞………………………… 長 芽有莉
毎日新聞社賞…………………… 関根 珠希
読売新聞社賞…………………… 岡村 茉依
チャコット賞…………………… 間瀬 琴乃

田中美帆
クラシックバレエ
ジュニアの部
■ジュニアの部■

孝多佑月
クラシックバレエ
1 部（成人）
■１部成人の部■

クラシックバレエ
2 部（児童）
田中杏咲
■２部児童の部■

14

（シ
令 和 元 年 第 回 埼 玉 全 国 舞 「レベルは高いが、技術を超える表現力を」 以下の身体能力や技術に比べて、成人
ニア）の作品理解や表現の点での優位性
踊コンクールは ／ ～ ク
が落ちてきているのは、全国的に共通の
舞踊コンクールに出場する、そこでよ
ラシックバレエ（４６５作品）
、
い成績をとる。これも立派な目標です。 ようです。
創作部門（ 作品） ／ 〜
さて、当コンクール１部（成人の部）参
しかし、最終目標はプロの舞踊家として
モ ダ ン ダ ン ス 部 門（３ ７ ８ 作
加者 名はなかなかの人数で、そこから
成功すること。コンクールは、そのために
品）を埼玉会館大ホールにて開
約 ％、 名（棄権１名）が決選に進みま
努力し、
その結果をチェックし、
また舞台
催 、審査を終え各部門最終日に
した。さすがに歴史と伝統を誇るこのコ
経験を積むなどの点でとても有効です。
表彰式を無事終えることが出
ンクール、
他に比べてレベルは高いと思い
舞踊家として成長するには、それなり
来ました。近年大小多数のコン
ます。このなかで順位賞６名 、
メディア賞
の段階があります。これは一般の教育も
クールが開催される中 、変わら
７名。そして協会奨励賞 名 、次点５名 、
同様。小学校と大学とでは、到達目標も
ぬ ご 支 援 で ご 参 加 、ご 指 導 下
計 名 、決勝進出者の８割が決定 、発表
違えば、教育内容 、方法も違います。海
さった関係者の皆様に心より
されましたが、確かになかなか差の付け
外の舞踊学校ではそれに近いことが行わ
御礼申し上げます。又 、埼玉県
にくい接戦でした。
れていますが、それに代わるのが、年齢
舞踊協会一大イベントである
そのなかで唯一の男性決選進出者 、
を括ってその年代の到達目標への達成度、
コンクールを猛暑の中 、骨身を
孝多佑月が端正で安定した動きで１位。
レベルを評価するコンクール。つまり 、児
惜しまず支えて下さった審査
続く女性達も、繊細 、かつ柔軟な動きの
童 、ジュニア、成人
（シニア）
と分かれてい
員 、スタッフ 、会員の皆々様に
川本実夢 、歯切れよくアピールした田上
る場合 、それぞれに到達目標は当然に異
深く感謝御礼申し上げます。
みずき、強い身体表現の御沓紗也、てい
なります。
猛暑去り文化芸術の秋 、協会
ねいに作品の意味を伝えた茂木侑良々、
それをバレエについて一言でいえば、ま
＠能楽堂
で は ／ 足 袋 nce
落ち着いてまとめた朴智願など、みなし
ず基本 、定められた技術
（ステップ）
、そし
「五感」
狂言
「茸」
をプログラムし
て役や作品の表現と重点が変わります。 っかり見せました。
ファイナル公演を開催 、 ／
国民文化祭
「にいがた２０１９」 例えば成人の部 、ここでは基本 、技術は
既に身についたものとして、作品の理解 、
／
周年埼玉県芸術文
評 クラシックバレエ・ジュニア部
表現 、さらにプロとしての総合力が試さ
化祭に参加致します。会員の皆
れます。
様には各地域での活動がご多
舞踊評論家 立木燁子
ただ、最近の傾向では、身体能力や技
忙と存じますが応援を宜しく
術の伸びが著しく 、またそちらに関心が
第 回埼玉全国舞踊コンクールにおい
お願い致します。
より強くなり 、内面の表現や美しさとい
てクラシックバレエジュニア部門決選の
新元号から半年が過ぎ世の
った芸術性が相対的に軽視されているよ
審査を担当させていただいた。中学２年
中の変動を感じます。舞踊界も
うな気がします。技術偏重、これはわが
生から高校２年生という成長期のダンサ
新しいバレエ 、ダンスが進出活
国のコンクールだけではなく 、世界的に
ー達を対象とするこの部門では、上位の
躍していますが新しい事にも
バレエ界そのものの傾向でもあります。 ダンサー達が難度の高いテクニックをこ
視野を広げ 、埼玉県舞踊協会
今年のローザンヌのコンクールの映像を
なし見応えのある踊りを披露してくれた
年の伝統を守り令和を歩みた
みましたが、ここでも身体能力や技術に
一方 、ポワントの技術もおぼつかないダン
いと思います。

この度は歴史のある埼玉全国舞踊コ
ンクールで 、第1位をいただきあり
がとうございます。また賞をいただ
けたのも周りの方々のお陰です。今
後も色々な作品の表現や技術を学び
日々精進してまいります。

11
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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

52

7

共催◎（公財）
さいたま市文化振興事業団
主催◎埼玉県舞踊協会

2019.10.15（火） NO.48

S･D･A･NEWS

埼玉県舞踊協会

NO.48

くぶんずれて 、今までと異なる結

ちも交じっていた。価値判断がい

他に 、異なる分野で活躍する人た

舞踊を代表するいつもの顔ぶれの

今回の審査員には 、日本の現代

しく判断できるものらしい。これ

は 、専門家ではなくても意外に正

をしている。舞踊の基本のところ

間違うことがなかったという経験

人ひとりひとりの技術を評価して

を初めて見たときに 、それを踊る

する。私も遠い国の民族舞踊など

んど間違っていないのでびっくり

るいは多勢が出演する作品を踊り

ステップは 、さらに長尺の作品 、あ

特に感銘を受けた。彼らの次なる

目 指 す 心 意 気に満 ちた演 技には 、

に踊るのではなく 、自分の表現を

作り出された。指導者の指示通り

を取り上げた 、多種多様の時空が

象風景 、社会問題を意識した題材

外の花鳥風月にまつわる情景や心

持ち時間のなかで 、日本および海

期待を寄せている。

やかな表現が生み出されることに

今後も 、コンクールを機に 、伸び

た。これが三つ目のサプライズで

るだろう作品に出会うことができ

見開かされた 、長く記憶にとどま

原初の事情を受け継いで発展して

果が出るのではないかと心配する

者は知っていて 、審査員に異分野

を埼玉全国舞踊コンクールの主催

抜く表現者に成長を遂げることだ

モダンダンス・１部
（成人）

人がいたかもしれない。しかし 、そ

ろう。

評

埼 玉 全 国 舞 踊コンク ールのモ
んなことはなかった。動きにどれ

たのかもしれない。来年の決選の

の新しい人たちを加えることにし

審査して」

「モダンダンス成人部門決選を

きたと私は思っている。

ダ ン ダ ン ス 成 人 部 門 決 選 を 、坂
だけのパワーがあり 、それがどれ

審査員ははたしてどんな顔ぶれに

舞踊評論家 山野博大

本 秀 子 、井 上 恵 美 子 、黒 田 育 世 、
だけ多くのことを伝えてくるかと
なるのだろうか？

一方 、一部の作品の描写や音楽・

を審査致しました。低学年から高

今年は１１０組の児童の皆さん

舞踊評論家 児玉初穂

衣装の選択が表層的に見えたこと

学年まで年齢差があるため 、幅広

評

ある。

、中村友美 、上原尚
Nuage Goto
美 、藤井利子の皆さんと共に審査
準によって採点は行われたようだ

いう人類が太古からもっている基

緒を前面に出した作品では 、他者

も指摘しておく。とりわけ異国情

す。低学年では 、子供らしさを強調

い傾向の作品を見ることになりま

し 、演技を重

すでに個 性 を確 立し 、
「自 分 の 踊

ました。

り」
を踊っている児童も見受けられ

１位の門脇璃子さんの踊りから

２０１９年

月〜 ２０２０年 月

協会員催し物ご案内

☎048
（527）
5445
文月 玲
……………………………………………
マンナバレエスタジオ発表会
◎ ／ （日）

熊谷文化創造館さくらめいと太陽のホール

16

視する作品

振付を無心

賀心春さんの踊りには魂を感じま

と 、指導者の

した。また入賞には至りませんで

は 、音楽が聞こえました。次点の芳

中心の作品

川越市バレエ連盟 周年記念公演
「ジゼル」
全幕
《有料》
◎ ／ （土） ウエスタ川越 大ホール
☎090
（1650）
5538 伊藤京子
……………………………………………
文月玲バレエスタジオ第 回発表会
◎ ／ （日）

18

で踊る舞踊

に大別され

したが 、橋ケ谷留々佳さんの踊り

からも音楽を聞くことができまし

ました。前者

は直接的な

踊の要素を取り入れた星合友月さ

懐の深さを感じます。他に 、韓国舞

んの求心的な踊り（埼玉県舞踊協

た。児童の個性を伸ばす指導者の

会奨励賞）
、稲田嘉輝さんのシャー

が前面に出

後者ではひ

るのに対 し 、

プで力強い踊り（同）も印象に残り

4

北とぴあ さくらホール

アミ・ドゥ・バレエ スプリングコンサート

☎03
（3902）
9830 マンナバレエ
……………………………………………

◎2020／ ／ （水・祝）

☎03
（5850）
5884 峯 美保
……………………………………………

板橋区立文化会館 大ホール

： 17
00

可愛らしさ

たむきな踊

ました。

審査当日の講評では 、将来のダン

踊りを探求して欲しい。振付家に

15

15

◎編集後記

（五十音順 、出演順ではありません）

然な子供ら

しさが滲み

なって欲しいという希望を話しま

ス界を担う児童の皆さんに 、こう

福な瞬間でした。

11

弓削多淳子

山本 教子

広報部 笠原千珂子

２０１９年５月 、
「平成」から新年号
「令和」
になりました。昭和・平成・令和
と歴史は続いていきます。
今年は異常気象による猛暑日が続き 、
大規模停電も起きました。そして 、消
費税率変更で軽減税率制度が始まりま
した。そんな変わりゆく時代の中も 、
埼玉県舞踊協会は変わりなく「埼玉全
国舞踊コンクール 、コレオグラファー
」
と行事を進めております。
の目 vol.18
これからも皆様のご協力をお願いいた
します。

《会場》埼玉会館 大ホール（入場無料） 《日時》2020.3.1
（日）

りの中に自

出るといっ

した。モダンダンスのスタイルを

た違いがあ

ります。指導

参加するであろう作品の振付を深

受け継いでいる人たちには 、今後

く理解し 、その作品がどういう作

者の価値観

品かを示せるダンサーになって欲

によるもの

で 、良し悪しは言えませんが 、いず

しい。すでに「自分の踊り」を踊っ

掘り続けて 、 代 、 代になっても

ている人たちには 、ずっと自分を

童の年齢 、個性が合致したときに

は 、調和のとれた「作品」へと昇華

れにしても 、指導者の美意識と 、児

します。師弟の絆を感じさせる幸

楽 、美術 、文学の東西古典に触れ 、

自分の世界観を築いて欲しい。音

時空を超えた人間の営みを養分に

なりたいと思っている人たちには 、

児童が散見されました。モダンダ

高学年では 、モダンダンサーとし

ンスの伝統的なスタイルを身につ

なければ生きていけないと思うま

して 、自分にしか作れない 、こうで

て十分に能力を発揮できるような

け 、群舞の一人として踊れるよう

以上のことを述べました。素晴ら

で突き詰めた作品を作って欲しい。

な技術の高さを持ち合わせていま

す。伝統を打破する「モダンダン

待しています。

しいダンサー、振付家の誕生を期

ス」の「伝統」とは言語矛盾かも知

く 児 童 が 多 く 育 って い る こ と に 、

れませんが 、それを受け継いでい

感慨を深くしました。その一方で 、

10

29

⑧マヤバレエスタジオ
（原島マヤ）
⑨バレエ団ピッコロ附属研究所
（松崎すみ子）
⑩藤井・上原モダンバレエスタジオ
⑪文月玲バレエスタジオ
⑫ Y's Dance Company（山口弓貴子）
⑬吉田久木子モダンバレエ研究所

①井上美代子バレエスタジオ
②バレエスタジオ レッツ
（和泉伽甫留）
③川名今朝美モダンバレエスタジオ
④705 Dance Lab（菊地尚子）
⑤窪内絹子モダンバレエスタジオ
⑥和加枝舞踊研究所
（小林和加枝）
⑦谷 乃梨絵モダンダンススタジオ

モダンダンス・２部
（児童）

り 、その中から七十本が決選に進

モダンダンス・ジュニアの部

した。九十四本のエントリーがあ

評

分との違いをどう受け止めるのか、

をどう見るのか 、どう描くのか 、自
一人の人間としての度量の大きさ

10

： 16
00

： 16
30

4

研究所との競演発表で、研究しあって向上を図ることを目的に実施しています。

亞子
関根

む。日々の癒やしはこの３姉妹犬 、この犬たちのためにも創

バレエ・モダンダンスフェスティバル

岡野こころ

え 、最適な身体調整がストイックに出来ない自分に落ち込

12

第53回

西山叶和子

寝る犬と仲よく過ごす怠情な生活。結果 、汗をかく機能は衰

12

伸びゆく埼玉の子どもたちによる、合同発表会。

真季

冷房の空間にどっぷり浸かる。散歩にも行けずだらしなく

りを知らない人にもなんとなく分
かるもの。例えば 、日本のことをよ

舞踊評論家 上野房子

らしい。

沖本

りながらも身体が大事と危機を避け 、３姉妹の愛犬と共に

った。舞踊の上手下手は 、あまり踊

く知っていない外国人にとつぜん

持って 、他者を 、そして自分の表現

が問われる。さらに真摯な視線を

型にはまることのない 、その表現

平成から令和となった今年の夏も猛暑 、エコロジーを語

んだ。決選出場者はみな優れた身
術を会得し 、それをみごとに使い
日本舞踊を見せて 、その良し悪し

二年ぶりのコンクール審査で出

を見つめて欲しい。

会った「サプライズ」について記し
たい。

者なりの表現として誕生したはず

ためにもこれからも頑張るからね。でも 、踊ってはくれない

璃子

門脇璃子
■２部児童の部■

谷 乃梨絵

体能力の持ち主で 、多くの表現技

人たちは 、まちがいなく日本の現

こなしていた。上位に名を連ねた
を聞いてみても 、その判断がほと

伝統と実績を踏まえながら進化を目指しリニューアル！
ステージ1Hope賞・ステージ1Performance賞を設定し
創作活動をサポート！

代舞踊の将来を担っていってくれ
人類は 、まだ言語をもつ以前か

ると確信した。

の レ ベル が 総 じ て 高 かった こ と。

また 、モダンダンスとは 、本来 、
これまでわたしは種々の年代の審

ダンダンス部門を見る限り 、跳躍

だ。しかし 、昨今のコンクールのモ

まずは 、一一〇名の決選出場者

査を申しつかってきたが 、今回ほ

定型振付が存在し 、多くの出場者

や旋回 、静止ポーズなど 、幾つかの

ど 、出場者全体の技術が充実して
上位入賞者だけでなく 、賞に届か

定できない。今回のコンクールで

がそれらを共有していることは否

い た こ と は な かった よ う に 思 う。
なかった出場者であっても 、技術

しい。むろんコンクールは出場者

踏み出す作品があったことは頼も

とはいえ 、少数ながら 、定型から

も 、同様の傾向が見受けられた。

面での不安が少なく 、日頃の入念
な稽古ぶりをうかがわせた。出場
者ならびに指導者の努力に対し
二つ目のサプライズは 、出場者

て 、大いに敬意を表したい。

分に相当甘いということだろうか。犬は気楽だ。あなた達の

門脇

この度は埼玉全国舞踊コンクールで
第1位という素晴らしい賞を頂けた
ことを大変嬉しく思います。支えて
下さった全ての方々に感謝しており
ます。今後も作品と自分の踊りに向
き合いながら、日々精進して参りま
す。
西山由里子
寺澤 亜海
吉岡あおい
平塚 達也
星野 由衣
髙野
凛
星
瑠奈
高橋あかね

エ ッセイ

ら他人に自分の意思を伝えるた
めに 、か ら だの 動 き を 使った。優
れ た 身 体 能 力 の 持 ち 主 は 、よ り
多くのことを伝えることができ
た だろ う。舞 踊 が 、ま ず から だを
鍛えることからはじまるのは 、原
初 の 人 類 の 、他 人 に よ り 多 く の
志を受け継いでいるからだと思う。

ことを詳 細に伝えたいという意
肉体を使って 、他人に意志を伝え

会場／彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
日時／2020年6月13日（土）
・14日（日）

60

「楽に生きようぜ！」と言われたように思うのはやっぱり自

撮影◎山口フォトアート
（有）松本和幸

る時には 、顔の表情や四肢の動き

第46回ステージⅠ

50

てしまう。

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）

離が遠くなると 、からだの動きが

二世三世を立派に育てている方々がもはや
「神」
に思えた。

（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

が使われることが多い。伝達の距

ふと 、隣で大の字に寝ている無防備で平和な犬と目が合っ

長澤ほのか

点を獲得した出場者の名前が公式

好きなばあばでいたいのである。次来たとき 、何を買ってあ

珀良
小峰

の技量を審査する場であり 、高得

げようかとアメを考えている情けない自分がいる。

明希

が舞台経験の必ずしも豊富ではな

果「ばあば は怖い 、嫌い」にならないかビクびく。優しく大

伊與田稀日

い中学生・高校生であることを感

どは他の生徒より厳しくなってしまう。先日のレッスンでも

朝日新聞さいたま総局／埼玉新聞社／東京新聞

主力になる。そんな時に使われる

「もう来なくていい」と生徒には NG の言葉が孫にでた。結

岩永

記録に残される。それでもなお 、こ

で私を
「先生」
と呼んでいたことを思い出す 、笑える。

麻衣

のような切り口があるのかと目を

しかし 、そう呼ばれると私も先生モードになり行儀態度な

三木

この度は、名誉のある賞を頂き大変
光栄に思っております。素晴らしい
作品を指導してくださった先生に感
謝し、
これからも魅せられるダンサー
と成るため精進して参ります。

技が多かったことだ。三分という

レッスンが始まると途端に私を
「先生！」
と呼ぶ 、長男も２歳

───────── モダンダンス ─────────
■１部成人の部■

モダンダンス
ジュニアの部
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
（一社）県文化団体連合会会長賞…
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞…
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）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…………………

三木麻衣
■ジュニアの部■

モダンダンス
1 部（成人）
丹波南美
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）現代舞踊協会賞……………
丹波 南美
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞………………… 山之口理香子
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………
冨田奈保子
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞…
岸野 奈央
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞…
杉原
萌
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞…
内田奈央子
朝日新聞社賞…………………
鈴木 泰羽
埼玉新聞社賞…………………
村松 千花
テレビ埼玉賞…………………
足立 真珠
東京新聞賞………………………
荒澤 来瞳
毎日新聞社賞…………………
重野ひかり
読売新聞社賞…………………
近藤みどり
チャコット賞…………………
伊藤 有美

じさせない 、よく踊りこまれた演

週に一度 、長男が孫５歳 、３歳を連れてスタジオにやってく

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

手足の動きは 、鍛えられた体幹の

はつらつとした若者による創造・活動の祭典にご期待を！

このような賞をいただけてとても嬉
しいです。いつも細かく丁寧にご指
導してくれた先生方、いつも応援し
てくれた家族のおかげです。とても
感謝しています。人の心を動かせら
れる魅力ある踊りを踊れるようにな
りたいです。

る。アメとムチのアメで始めさせたレッスン。

《モダンダンス部門》
2019年8月16日
（金）
〜21日
（水） 埼玉会館 大ホール

生み出すパワーによって増幅され

令和2年度

近藤 花音
中西 心美
東川 舞花
松嵜 一愛
宮下 夏鈴
髙田えみり
松田 美唯
佐藤 立恩

たらよいのだが…。

共催◎（公財）
さいたま市文化振興事業団
主催◎埼玉県舞踊協会

モダンバレエ
2 部（児童）

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
（一社）県文化団体連合会会長賞…
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）県文化団体連合会会長賞…
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
（一社）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…………………

造に 、社会貢献に 、後進の指導に頑張ろうと毎日誓いを立て

第52回 埼玉全国舞踊コンクール
る。舞 踊 芸 術 は 、そのよ う な人 類

バレエ･モダンダンスのジャンルを超えて集う創造の場
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