
ダンスで、子どものコミュニケーション力を育む�

　「コンテンポラリーダンス」が持つ力で、子どものコミュニケーション力や、表現力、創造力の育成を図ろうと

する試みが、日本でも行われ始めた。�

　子どもたちは、自分たちでダンスを創り・踊ることを通じて自分や他者の魅力を発見し、さまざまな人とのコミュ

ニケーションの取り方について考えるようになる。�

　ダンスによる子どもたちの育成活動の内容や、ダンスとコミュニケーション力との関係について紹介する。�
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ワークショップ「れっつ高校だんさぁーず」の発表会風景�
（写真提供：多治見市文化会館）�

�

◆子どものコミュニケーション力を育む　ケース2

NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク（ＪＣＤＮ）�

●設立：2001年�
●活動目的：ダンスの持つ力を、現代社会に活かし、より豊かな社会を創り出すために、�
　ダンスの普及、社会とダンスの接点の作成、ダンスのアーティストのサポートを実施�
●活動概要：�
　・全国のダンス状況の調査�
　・ダンスワークショップ・ショーケースのコーディネート�
　・全国のダンス関係者によるミーティング開催�
　・ダンス巡回プロジェクト「踊りに行くぜ!!」の開催　等�
�
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ＮＰＯ法人ジャパン・コンテンポラリー
ダンス・ネットワーク代表�

●佐東範一さん�

「子どもたちのコミュニケーシ
ョン力や創造力」の育成には、
芸術やダンスが大きく貢献�

社会とダンスの接点を創るこ
とを目指して設立�

自分で踊りを創作する「コンテ
ンポラリーダンス」�

――「ＮＰＯ法人ジャパン・コンテン

ポラリーダンス・ネットワーク」は、�

どのような活動をしている組織か

お聞かせ下さい。�

�

�

�

　「ＮＰＯ法人ジャパン・コンテンポラ

リーダンス・ネットワーク（以下「ＪＣＤＮ」

という）は、「ダンスが持つ力」を社会

に活かすことを目的として、全国のダ

ンスカンパニーや、振付家、ダンサー、

劇場関係者など、ダンスにかかわる

全ての人々をネットワーク化するため

に1998年に準備を始め、2001年に

設立しました。�

�

�

�

�

�

　「ＪＣＤＮ」を設立する前の1997年

頃から、酒鬼薔薇事件など、子どもに

よる事件を目にすることが多くなり、

今の子どもたちに何かが欠けている

と思い始めました。それは「人とのコミ

ュニケーション力や創造力、そして想

像力」ではないかと思いました。�

　コミュニケーション力や創造力の育

成には、ダンスなどの芸術の力が大き

く貢献でき、イスラエル、英国といった

海外では、義務教育の中にダンスが

取り入れられています。しかし、日本

においては、ダンスは劇場で観るもの

ととらえられており、それ以外の社会

との接点が少なかったため、「ＪＣＤＮ」

を設立し、その仲介役になれないか

と思いました。�

　「ＪＣＤＮ」では、ダンスのアーティス

トをサポートすることと並行して、ダン

スによる青少年育成活動や、「ダンス

の持つ力」を社会に広めるための活

動をしていますが、青少年育成活動

としては、公共ホールや文化財団と

協働して、学校などにアプローチして、

まずその価値を知っていただくことか

ら始めています。�

�

――青少年育成に「コンテンポラリ

ーダンス」を用いているそうですが、�

「コンテンポラリーダンス」とはどの

ようなダンスですか。�

�

�

�

　ダンスには、「バレエ」、「ジャズダンス」、

「ヒップホップ」、「盆踊り」、「フラメンコ」

など、さまざまなものがありますが、こ

れらのダンスには、決まった型をいか

に上手に踊ることができるかが重要

なダンスと、決まった型はなく、自分た

ちで踊りを創ることを重要視している

ダンスがあります。�

　「コンテンポラリーダンス」は、日本で

は、1990年頃から始まったムーブメン

トですが、決まった踊りの型はなく、ア

ーティスト（振付家）が自分でそれぞ

「コンテンポラリーダンス」による子どものコミュニケーション力の育成を推進している「NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・

ネットワーク」の代表 佐東範一さんに、お話を伺いました。�
さ と う のりか ず�

「コンテンポラリーダンス」を創作する小学生�



れの振付を考えます。このため、ダン

スは、アーティストによって大きく異な

ります。�

�

――なぜ「コンテンポラリーダンス」

を青少年の育成に用いているので

すか。�

�

�

�

�

　英国では、「コンテンポラリーダンス」

を用いて、保育園、学校、病院、刑務

所の厚生施設などでワークショップが

行われています。�

　「コンテンポラリーダンス」は、ゼロか

ら自分で踊りを考え、創り、自分で踊り

ます。人真似ではなく、自分のダンス

を創り、踊ることによって、子どもたちは、

「自分と他人との違い」や、「自分には

何ができるか」を考えること、つまり「自

分を見つめること」を自然に行います。

　ゼロから何かを創ることができると

いうことを知ることは、生きていくうえで、

とても重要なことです。マニュアルに

頼らず、自分で何かを創ることができ

るという自信にもなり、生きていく上で

困ったことに直面しても、その経験を

もとに、自分の力で解決しようと考え

られるようになるでしょう。�

�

――「コンテンポラリーダンス」が�

なぜコミュニケーション力育成に

役立つのか、詳しくお聞かせ下さい。

　�

�

�

�

�

　現在の子どもは、昔と比べ、友達と

一緒に遊ぶことも少なくなり、いつも

競争にさらされています。子どもの周

りにはマニュアルが多いため、自分で

考え工夫をする機会も少なく、人と異

なることも恐れています。子どもたちは、

自分を表現することが上手くできなく

なっており、それでは人と上手くコミュ

ニケーションをとることはできません。�

　「コンテンポラリーダンス」ではオリ

ジナリティが重視されますので、ダンス

を創ることを通じて、「人と違うこと」は

自然なことであることに気付き、同時

に自分と異なる他者を認めることに

つながってきます。「人と自分が違う」

ということを認識することは、人とコミ

ュニケーションをとる上でとても大切

なことです。�

　また、ダンスは身体を使うため、共

に踊る仲間と、言葉だけでは得られ

ない連帯感を得ることができます。�

　更に、ダンスを通じて、他者の新た

な一面を知ることができます。例えば、

大人しいと思っていた子が、ひょうき
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「コンテンポラリーダンス」を創作する小学生�

◆子どものコミュニケーション力を育む　ケース2

ダンスを通じてゼロから何か
を創ることは、生きていく力を
育てる�

自分と異なる他者を認めること、
言葉で得られない連帯感を得
ること、他者の新たな一面を
知ることができる�

「コンテンポラリーダンス」を創作する小学生�

ワークショップ「れっつ高校だんさぁーず」�



んなダンスを踊ることがありますが、そ

れによって、周りの子どもは、その子

の新たな一面を知ることになります。

それをきっかけとして、新たなかたち

でコミュニケーションがとれるようにな

ることもあります。�

�

――「コンテンポラリーダンス」によ

る青少年育成は、何歳の子どもを対

象としているのですか。�

�

�

�

　ダンスによるワークショップは、子ど

もだけでなく、シニアや障害者などの

大人も対象として活動しています。�

　子どもにおいては、下は幼稚園の

年長、上は高校生を対象として活動

を行ったことがありますが、現在最も

多く行っているのは、小学校です。公

民館などで実施する時は、子どもだ

けでなく、大人も一緒にワークショップ

を行う場合もあります。�

�

――ワークショップは、どのぐらいの

時間で実施していますか。�

�

�

�

　いろいろなケースがあり、小学校では、

短い時は45分で実施することもあれば、

90分授業を３日間で実施することな

どもあります。時間は長くかけて実施

したほうがよいのですが、45分でも、

効果はあると考えています。�

　学校では、体育、美術の授業でワ

ークショップを実施することが多いの

ですが、短い時間であっても、必ず、

子どもがそれぞれ工夫をして自分で

ダンスを創ることが大切だと思います。�
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幼稚園から高校生まで対象と
しているが、小学生が多い�

小学校では最短45分の授業
で実施�

ワークショップ風景�

ワークショップ「れっつ高校だんさぁーず」�ワークショップ「れっつ高校だんさぁーず」�
●主催：多治見市文化会館 �
　（「JCDN」が全体企画をしている全国7箇
　所でのダンスフェスティバルの一貫として開催） �
●ワークショップ開催目的： �
　ダンスを通じたコミュニケーション力、表現力、
　創造力、身体能力などの向上 �
●参加者：多治見市、名古屋市の高校生 �
　（女子43人、男子1人） �
●参加者のダンス経験：未経験者～高校ダ
　ンス部員 �
●ファシリテーター：山田うん、KENTARO!!�
●期間：2008年11月～12月の10日間 �
●活動時間：午後7時～午後9時 �
●活動方法： �
　・「山田うんグループ」と「KENTARO!!グル
　ープ」に分かれて活動。 �
　・創作したダンスを、12月に多治見市文化
　会館大ホールで発表。 �
�

ワークショップの企画･担当
をされた多治見市文化会館 
加藤愛さんは、「多治見市
文化会館が、ワークショップ
を開催したのは、ダンス・芸
術を軸として、教育、福祉な
どにも貢献するためです。ダ
ンスは小・中学校へのアウト
リーチ活動も行っていますが、
良い評価をいただいている
ので、今後もこのような活動
を継続したいですね」と語る。�

写真、資料は「多治見市文化会館」提供�
�

ワークショップ�
参加高校生の感想�

岐阜県�

多治見市�

多治見市文化会館�
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活動資金が継続的に得られる
仕組みが必要�

◆子どものコミュニケーション力を育む　ケース2

◆ＮＰＯ法人ジャパン・コンテンポラリー
　ダンス・ネットワーク �
http://www.jcdn.org/�

問合せ先�
�
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＊
＊
＊
＊
＊
＊�

（本文に掲載の写真等は、注意書きのあるものを除き、「NPO
法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク」、「山県
市教育委員会」提供）�

今後はファシリテーターの養
成が必要�

英国では、少年犯罪者の更正
プログラムに「ダンス」を取り
入れている�

プロのアーティストがファシリ
テーターに。他者に見てもらう
ことがコミュニケーション力に�

そして自分で創ったという意識を子ど

もに持たせるために、創ったダンスを

少しでも他者に見せる時間を設ける

ことが必要です。�

�

――ワークショップ活動は、どのよう

な方法で行われますか。�

�

�

�

�

　ワークショップでは、必ず振付がで

きるプロのアーティストが、ファシリテ

ーターとして参加し、子どもたちのア

イデアを引き出し、ダンスを創るナビゲ

ートをしています。ただ、その方法は、

アーティストや、参加者によって異なり

ます。�

　2008年11月から12月に、岐阜県

の多治見市文化会館で実施した、

高校生を対象としたワークショップでは、

プロのアーティスト２名が、それぞれ

の異なる高校生グループを担当しま

した。片方のグループは、高校のダン

ス部員が多いグループで、最初はコ

ミュニケーションゲームや、アーティス

トが与えたテーマで子どもが動くと

いうワークショップを行い、その後に

ダンス創りを開始しました。もう一方

のグループは、初心者が多いグルー

プで、初日から踊りや創作を開始しま

した。�

　重視していることは、創ったダンスを、

他者に見てもらう機会を設けることです。

そうすることによって、自分が表現し

たいことが、どのようにしたら相手に

伝わるかを真剣に考えるようになるか

らです。相手のことを考えることは、コ

ミュニケーション力の育成に役立つは

ずです。�

――今後、学校や公民館以外でも、

青少年を対象としたワークショップ

を開催される予定はありますか。�

�

�

�

�

　英国では、少年犯罪者などの更生

プログラムとして、ダンスによるワーク

ショップが行われています。日本にお

いても、このような活動を行っていけ

たらと考えています。�

　ダンスを通じて、自分に自信を持つ

こと、人から認められることが必要だ

と思います。それは誰でも同じことだ

と思います。�

�

――ところで、ファシリテーターの

アーティストは日本にどれぐらいい

ますか。�

�

�

�

　ファシリテーターとなるには自分で

もダンス作品を創っていることが必要

になると思います。正確な数字はわ

からないですが、そのような人は、100

人は超えると思います。その中で、現

在舞台以外でこのような活動を行っ

ているのは、知っているだけでも30人

以上だと思います。　�

　平成24年に、全面実施される中学

校体育の新学習指導要領で、ダンス

を取り入れることが記述されているこ

ともあり、今後、ダンスの指導者が不

足することも懸念されます。�

　このため、現在、英国の「コミュニ

ティダンス財団」と連携し、ファシリテ

ーターの養成を行うことを計画して

います。�

――ダンスによる青少年育成活動を、

各地で広めるための課題はありますか。�

�

�

�

　プロのアーティストがボランティアで

ファシリテーターとなることは、１回限

りならば可能かもしれませんが、継続

して実施することは無理です。�

　現在は、このような活動は企業メセ

ナのサポートや各地の文化財団や

公共ホールの予算が中心となり行っ

ていますが、その予算が少なくなれば、

このような活動は困難になってきます。�

　今後は、学校、ＮＰＯ、企業、教育

委員会などと連携して、継続的に活

動資金が得られる仕組みを創ること

が必要だと考えています。�

　　　　　　　　  ―平成20年12月取材―�




