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体育の内的契構としての舞踊教育

吉田京子

Dance　Education　as　the　Moment　of　the　Refo㎜ation

　　　　　　in　the　Physica1Education

Kyoko　YOSHIDA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summ趾y

　　Today，in　our　extreme1y　deve1oped　and　comp1icated　society，Japanese　educationa1c止c1e　is　facing

the　serious　prob1em　that　a肚ound　education　has　disappeared．In　this　society，the　great　emphasis　is

p1aced　o血y　on“inte皿ectua1education”and　not　on“m㎞d　education”．Thus　competitive　exa二mina－

tionissosevere　thatmanyyoungerstudentsare　suffer㎞gconsiderabヱy　from　itseffects，

　　Then，as　foエthe　physica1education　c止c1e，what　has　happened？How　cou1d　the　physica1educators

instmct　their　own　students？In　spite　of　the止1ofty　idea1that　mind　and　body　shou1d　be　both　trained

equalユy，they　have　fai1ed　to　rea1ize　it．Why？Because　many　physic61educators　have1aid　much　empha－

sis　on“competition　sports”and　have　tra㎞ed　on1y　the“body”，not　cared　for　the“mind”of　their

students．And　so　the　situation　is　simi1ar　to　that　of　genera1education．

　　I　cm　not　he1p　to　endure　these　c血cumstans帆　We，as　physica1educators，shou1d　endeavour　to

change　these　circumstansis　for　the　better．

　　To　achieve　this，I　propose　that　dance　educators　in　pa廿icu1ar　shou1d　p1ay　a1eading　paれ．And　to　do

so，we，dance　educators，shou1d　be　the　first　to　reform　and　thereby　take　the1ead　in　refo㎜ing　who1e

educationa1system．

序　　舞踊教育と体育

　体育の中に今日的な意味で舞踊教材が位置づい

たのは，1946年に設置されたr学校体育研究委

員会」がまとめたr学校体育指導要綱」からであ

る。そのいきさつについて，松本千代栄は次のよ

うに述べている。「昭和21年，戦後初の指導要綱

作成の委員会に若年の委員として出席することに

なった。信じることをただそのままに，創造的な

ダンスを主張し，委員会（委員長　竹之下休蔵先

生）は可決した。」14）

　当時からすでに30余年の月日が流れ，今日の体

育界では現実的にr創作ダンス」という言葉がか

なりの安定性を有した響きを伴っている。

　現時点では，r舞踊教育」とは，この創作ダン

スという学習形態を中心とする諸々の舞踊関連学

習形態を総称するものであると捕えるのが最も理

解し易いであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　かなめ
　戦後から今日まで，舞踊教育の方法的要は創作

ダンスにあった。これは，戦時体育・軍国主義体

育から新体育体制への転換期に松本が主張した

r創造的なダンス」14）という理念の現実化の姿に
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他ならないと思われる。

　日本体育学会第27回大会では，及川陵一が『舞

踊の本質一人問はなぜ踊るか一』という演題

を論じており，発表資料として配布された53頁の

文章からは次のような及川の主張が読み取れる。

つまり，戦後の舞踊教育は，創作ダンスとフォー

ク・ダンスが内容として並列されながらも実際は

創作ダンス重視の教育であり，及川自身の，行為

それ自体が快であるから人問は踊るのだという見

地からは，フォーク・ダンスの方が創作ダンスよ

りもより本質的であるという主張である。この及

川の主張には，創作ダンス優位の舞踊教育の実態

が明確に強調されている点が，逆説的な意味でお

もしろい。

　筆者は，舞踊教師達がフォーク・ダンスの教育

的特質を検討してその実践に力を注ぐζとはそれ

なりに好ましいことと考えるが，フォーク・ダン

スの方が創作ダンスよりも快適な行為であるとい

う主張には同意し難い。むしろ，現時点では，創

作ダンスの教育的資質をさらに堀り下げることの

方に，舞踊教育の今後の展望性を見出し得ると考

える。

　現在，舞踊教育関係者の内ではr舞踊は体育か

芸術か」といった二者択一論的な論議が誇張され

ている気運もあるが，筆者は，体育に抱合されて

存在している舞踊教育の現実を無視したこの論議

を，不合理な抽象的論議と受けとめる。舞踊教育

の未来は，あくまで体育という枠の中で，すなわ

ち現実に根差して，展望されてしかるべきである。、

　舞踊教育は，体育の標梼する心身一元論的ない

き方の先端を担っていくべきである。というのも，

体育が心身一元論的ないき方を標棲するかぎり，

芸術的志向性を有する創作ダンスという学習形態

が，心的な側面の最も深い教育的可能性を有する

と考えられるからである。

　I　体育と心身の問題

　体育の独自性は，他の知育教科とは別の次元の

教育的可能性を追求してきたこと，言わば人間の

身体性そのものを押さえ処としてきた点に見出さ

れる。

　　　体育意識の成立には，身体に関する

　　　認識が根底となる。一本問茂雄一12）

　しかし体育もまた人問にかかわる教育である限

り，rわれわれは生きる全体としての生命体を要

素に分解し，独立せる要素の単なる集合体が人問

であるという見方は慎むべき」i）といった主張に

もみられるように，人間をひとつの全体として見

る姿勢が堅持せられ，身体の問題は常々，心とか

精神の問題を付随した形で扱われてきている。

　教育は，所謂知育・徳育・体育といった3大観

点が挙げられるように，過不足なく人間を慈しみ

育まんとする人間の計画的営みである。しかるに，

今日の教育，そして体育に関しては，どのような

判断がなせるのであろうか。

　青少年の非行・登校拒否・自殺・他殺。マスコ

ミを休みなく騒がせるこれらの問題現象の一方で

は，異様な進学競争が相も変わらず繰り返されて

おり，乱塾現象は影をひそめるどころか増々定着

の気運を呈している。r混乱は日本の宿命」5）と言

い切っているのは亀井勝一郎であるが，r極めて

特殊な一大実験室」5）日本の教育は，今まさに混

乱の極みに至っていると言っても過言ではなかろ

う。

　教育界の混乱を最も強烈にアピーノレするのは，

学業を苦にしての青少年の自殺である。この現象

はまたr最も端的な社会病理の指標」3）ともいわ

れる。A．J．トインビーがr心情と知力の間の緊

張」という構図のもとに説いたr異常に速い技術

の進歩」によってもたらされるr精神的な破滅の

予想図」8）は，日本の今日を見据える上で大いに

参考となる。日本が，科学技術文明の襲来を極く

短時間のうちに一気に受け入れることによって，

産業技術の産みの親である西欧諸国民以上の精神

的混乱を来たすであろうということは，十分に予

測のつくことであったと言える。精神病理学者達

は，不安・疎外・孤独といった現代人特有の精神

性を追いながら，r不安とは逆の陽気さ」r孤独と

は逆の集団」r疎外とは逆の充実感」が溢れかえ

る日本の街中の現実は病幣のおもさをさらに物語

るr異風景」17〕と述べるのである。

　高度経済成長のストップ，国際関係の緊張悪化

の苦況に至って，思想界の一部では，受容一辺倒

であった過去の反省を伴いながら，日本の社会が



21世紀を生き抜いていくための日本人独自の創造

性の模索がなされている。教育に関するr戦後民

主教育の悪平等主義」7）とかr想像力（イマジネ

ーション）や創造力（クリェーション）皆無の，

いわゆるロボット人間の大量生産」4）といった批
　　　　　　　　　　　あまた
判には，教育界で生じた数多の胸痛む事件の記録

も伴われており，今後の教育にたずさわっていこ

うとする人問の関心を大いにさそうものである。

　体育に関してはr知育偏重主義」といった一般

の批判と照合させるまでもなく，教育界における

その影の薄さが，まず問題意識をそそらずにはい

ない。戦後の体育が，真に体育という名に値いす

る成功を収めて来たとは何人もおよそ言い難しで

あろう。r知育偏重主義」という言葉は，何より

も，体育の力不足を指摘する言葉であると受け取

められる。W．ペンフィルド博士は，人間の脳研

究の結論においてr心は独立した存在である」m）

と述べた。もし体育が，身体性というカテゴリー

から出発して，心に，教育的範岡壽の確実な影響を

与えてきていれば，今日の日本の教育界は，また

違った相様を呈していたはずである。

　r体力」とかr基礎的運動能力」といった言葉

が体育界で中心的な問題概念となっていると聞い

ても妙に空々しい感じになるのは，それらの概念

が教育としての可能性を秘めた関心をそそる扱わ

れ方をしていないからである。体育界に漂う停滞

ムードは，心の問題に関する洞察力の不足にこそ

由来していると思われる。

　西欧色一色に塗りつぷされているともいえる今

日の日本人故に，その心の問題の洞察の仕方につ

いては，西欧人自体が心を記してきたもの一そ

れは西洋哲学の中に最も凝集されている一から，

参考となる点をかなり見出し得るのである。

　西洋哲学における形而上学の転向を余議無くさ

せたものとしては，ナチス軍の大量虐殺事件があ

げられるであろう。この事件は，目をそむけること

のできないほどの強烈さを伴った人問そのものの

残虐性，そしてそれがまかり通ってしまう人問世

界の不合理性を人々の心に焼きつけた事件であっ
　　　　　　　　　　　　　あま　た
た。正にそれは，戦争の中に数多伴われる人問の

残虐行為の合理化の可能性の枠をはるかに越えた

ものであった。その時代を生きた哲学者フッサー
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ル（彼もまたユダヤ人であった）が，哲学の大系

を完成させなかったことは，従来の論理的解釈の

枠を越えて人間の現実を語ろうとする姿勢をこそ

反映するものである。フッサールの晩年は，先験

的判断中止への態度の転換による生活世界の言已述

の学を根源的な学として説くことに費やされたの

であった。r白鳥の歌」11）とも称される『ヨーロッ

パの学問的危機と先験的現象学』は，心の問題に

関する現代の原理書といっても過言ではあるまい。

　フッサールの影響を受けたサルトルは，『存在

と無』において，二つの存在領域（即自在性・対

自存在）の措定のもとに意識的存在（対自存在）

としての人問の存在の仕方を説いている。サルトー

ルは周知のごとく第二次世界大戦後の世界に実存

主義の流行を呼び起こした人物である。ピエール・

トロティニョンによれば，サルトルは「コギトの

自已反省的確実性に基礎をおく哲学のデカルト的

諸前提を保持しながら，しかもこのコギトを実体

の自己関係であるとする考えを絶対に退け，意識

はあるのではない。それは世界を通してたえず炸

裂するのだ，として実体的な自我の概念を放棄し

た。」9）と論じられている。彼はまた，rサルトル

は哲学者だが形而上学者ではない。あるいは，彼

の作晶は，形而上学を実践の哲学から分かつ境界

によって切られているともいうべきだろう。」9）と

述べている．。サルトルについては，現代心理学の

進展に大なる影響を与えたことがあげられようが，．

また注目されることは，西洋哲学の流れの中では

サルトルから，心が，」現実の身体そのものと深く

関連した形で説かれ始めたことである。

　サルトルは『存在と無』においてr医者や生理

学者が考えるような身体は，私にとっての私の身

体ではなく，他人にとっての私の身体である。」と

強調しながら，対自存在としての身体という観点

から，次のように述べている。r私にとっての身

体は，私が他の一っの用具を介してそれを利用す

ることのできない用具であり。私がもはやそれに

対して観点をとることのできない観点である。私

と私の身体との関係については，＜存在する＞

eXSiSte亡という動詞を他動詞的に用いて，こう言

わなければならないであろう。＜私は私の身体を

存在する。＞＜意識はその身体を存在する。＞そ
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れゆえ，もろもろの事物と，観点一身体との関係

は，一っの対象的な関係であるが，身体と意識と

の関係は一つの存在論的な関係である。」対自存

在としての身体の在り方を，第一の存在次元とし

てこのように説くサルトルは，第二の存在次元，対

他一身体を説く中で次のように述べている。r身

体は他者にとっても存在する6私の身体が他者に

とってあらわれるのも，他者の身体が私にとって

あらわれるのも，帰するところは同じである。対

象化された他者は＜超越される超越＞として，私

にあらわれる。私が私の諸可能性へ向かって私を

投企するというただそれだけの事実からして，私

’は，他者の超越を，超越する。」これらの身体的

な第一の存在次元・第二の存在次元に対して更に

サルトルは，r私が他者にとって存在するかぎり

において，他者は，私に対して，主観として開示

され，この主観にとって私は対象である。それゆ

え，私は，私にとって，他者によって認識される

ものとして存在する。これが私の身体の第三の存

在論的次元である。」13）と説いていくのである。

　サルトルと同時代に生きたメルロ・ポンティが，

rフッサールの後期に由来する生世界，あるいは

現象野の概念を深めることによって，純粋意識で

もなくたんなる物とも異なる自己の身体の在り方

を克明に記述」18〕したのは，サルトル的即自存在

と対自存在の対立をrそれ自体よりいっそう深い

媒介の所産」9）とする見地からであったと解され

る。

　スティーブ・カーンは，メルロ・ポンティの「わ

れわれの世紀は，心と身体の境界線を消し去っ

た。」という主張に対して異議幸唱えながらも，

rたとえ精神肉体問の区分を完全に消し切れなか

ったにせよ，サルトルの哲学はたしかに，生きた

身体に対する観念を拡大し深めた」6）と，サルトル

の貢献を高く評価している二いずれにせよ，心の

なせる心それ自体の洞察の仕方に，第二次世界大

戦以降は，身体的な事実性の問題が深く関わりを

もち始めたことは事実である。

　以上みてきたことからも，体育は，心身一元論

的ないき方を標樒するかぎりにおいて，心を独立

した存在として認めた上で心それ自体の認識の仕

方を検討し，その理解を中心として身体の問題を

取り扱っていくべきであるといえる。

皿　舞踊と意識

　舞踊教育は，芸術を志向するいき方を更に強く

前面に打ち出すべきである。なぜならば，芸術を

志向する舞踊の世界には，身体に関する外からの

意味付けが何も無いからである。

　芸術を志向する舞踊の世界の中では，人問は，

自己の身体性そのものとだけ向かい合．うのであり，

正に自己の身体性の超克のみがその身体活動の意

味付けを可能にするのである。そこにある目標は，

自己の至高の身体運動形態すなわち身体性の美の

実現である。身体性の美を追求するが故に，その

踊り手はあらゆる人間の身体的現象に対して非常

に敏感になる。そこでは，日常世界での客観的な

意味付けによって暖昧にされた身体性の意味は総

て捨象され，身体的現実から生成する自己意識的

な意味だけが汲み取られる。舞踊の芸術性を追求

する人問には，自己の身体性そのものと向かい合

うことを核として，人間の諸々の身体性へと自己

意識を拡張し続けていく姿勢が伴われる。

　体育の成功は，体育の提供する身体運動形態が

人問の生にと’って意味があるということを，被教

育者にはっきりと認識さし得る力を持つか否かに

かかっている。しかし，身体運動そのものに対す

る被教育者の意識が暖昧でぼんやりしたものであ

ったなら，そのような認識が生じる可能性は断た

れている。舞踊教育が芸術を志向するいき方を強

く前面に押し出すならば，身体運動形態そのもの

に対する被教育者の関心をそそらずにはいないは

ずである。そこでは，身体運動形態の無意味さを

こそ，まず被教育青達は感じるであろう。そのこ

とは，身体運動形態に対する外からの意味付けと

いう問題を再認識させる結果を生ずるはずである。

身体運動形態が意味を有するためには，まず，自

分自身が身体運動形態を選ばなくてはならないと

いうこと，このことに気付かせずしては体育の存

在価値が人問の自己意識的な生の次元において吟
　　　　　　　　　　　　　　　　かなめ味される可能性は有り得ない。この要は，舞踊教

育だけが担い得る。形式（ゴール，用具，ルール，

あるいは体育という観念など）を前提条件として

付随する身体運動形態には，この点は不可能なこ



とであるからである。

　芸術を志向する舞踊の世界に必然的に伴われる

人問の身体性ないし身体運動形態に対する分散一

粘着的な意識は，身体的な限界を有する人問の生

を観念によって狭めることなく開示し続けるもの

である。

　　　皿舞踊教育の原理的考察

　　　　松本千代栄は『舞踊学の動向：学校教育の側面

　　　から』において，戦後の舞踊教育に関する研究の

　　　動向を探っている。松本は，1950年～1969年の

　　研究に関してはr研究発表者の量的な増加・研究

　　　の対象にも広がり・研究の対象が分化」という3

　　傾向を指摘している。ユ970年～ユ977年について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　はr全体的には，実験・実証的研究がおよそ一を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　しめる」といった指摘を行っている。これらの指

　　　摘は日本体育学会の舞踊関係研究発表についてな

　　　されたものであるが，更に松本は1952年～1972

　　年の『体育学研究』の論文から舞踊関係論文ユ2編

ピ　　を選び出してr研究方法上からみると……実験実

　　　証的研究法によって，操作的に実態を解明しよう

　　　とする傾向が顕著である」と述べている。松本の

　　　付言は，rこれらの研究上の多彩な成果は，必要な

　　　追試を経て集積されたとき，舞踊と舞踊教育はあ

　　　る確かな指標をもつに至ると思われる。」15）とあ

　　　る。松本は，『第一回舞踊学会シンポジウム：舞踊

　　学の課題』の席上においても，r学校の立場から，

　　　舞踊学の課題とすべき問題を提出」と前述しなが

　　　らr今日まで，体育学会を中心に，多くの研究発

　　表が行なわれましたが，その数量に比して，研究が

　　　積み重ならないという反省があります。……研究

　　　法の再検討と，今日までの成果の集約が必要と指

　　　摘したいのです。」と述べている。

　　　　松本のこうした見解と関連しては次のような疑

　　　問が生じる。実験・実証的研究と称されるものに

　　　は当然科学哲学的前提が付随していたはずであり，

　　　それは一体如何なるものであったのか。舞踊教育

　　の指標なるものは皆無であったのか。

　　　（1）舞踊の認識一舞踊教育の見地から一

　　　松本が戦後の舞踊教育関係の研究動向を探るた

　　　めに対象とした『体育学研究』の論文ユ2編の内，

　　　『リズム反応の発達的研究一同期を手がかりと

一20ユー

して』と『幼児のリズム・パターンヘの同期に関

する発達的研究』を除くユ0編について，舞踊とい

う概念がどのようにとらえられているかというこ

とを検討した結果，次のようなことが指摘される。

『作舞と演舞』を除く他の総てのものが，調査研

究もしくは科学的実験研究であり，全般的に舞踊

の明確な定義付けはなされていないという特徴が

あるが，緒言・引用・参考文献表などからは，舞

踊＝芸術活動というとらえ方が認められる。舞踊

に関する論理的な認識という見地からは，S．K．

ランガーの『感情と形式』の影響が最も色濃く認

められる。

　ランガーの『感情と形式』を舞踊論の観点から

ながめると，以下の4点が特筆される。①その論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たく’い
理展開の形態はr芸術記号論」と称される類のも

のである。②舞踊に関する範晴的分析は舞踊＝芸

術という前提のもとになされている。③その範岡壽

的分析は，r舞踏を支配しているのは想像された

感情であって，現実の感情ではない。……舞踏の

身振りは現実の身振りではなくて，虚の身振りで

ある。……それは現実の運動であるけれども，虚

の自己表現である。……虚の身振りは，自己表現

の模像を，それを実際の人格に定着させることなし

しに，創造する。一・・この創造された人格こそが

自らを表現しているのである。」と展開されてい

き，r舞踏の世界全体は虚の力の場である一．そ

こには現実は少しも残されていない，変容しない

材料はなに一っないのであって，ただ要素，生き

た＜存在＞，力の中心，それらの相互作用がある

だけである」と強調して，舞踊を幻影の世界に環

元している。④緒言にはr『シンボルの哲学』か

ら出発したシンボル体系研究の第二巻に等しいと

見傲していただくよう」と自らの要望が述べられ

ている。19〕

　筆者は，ランガーの舞踊論は舞踊＝芸術という

観点を有しながらも舞踊教育にはそぐわないもの

であると考える。その理由は，その論が現実のも

の（現実の身振り・現実の運動・実際の人格など）

を，ことごとく非現実の一もの（幻影）へと切り離

すことによって展開されているということ，また，

r芸術作晶は素のシンボル」であるとして，rいい

換えや，翻訳によって……伝達し得るような一定
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の意味をもつ意味上の構成単位がない」工9〕と論じ

てしまうことである。

　石原達二は言己号論の見地から，rランガーには

有機体主華とでも名づけられる一種の存在論的前

提がある。……芸術の問題を哲学的に考えようと

するときに，人問を単に有機体の平面でとらえる

だけではすまされない。・一・芸術の生命には人間

の生死を賭けた絶対的なるものへの志向との関連

づけを欠くわけにはいかないであろう。」2）と述べ

ている。

　舞踊教育の研究分野において，ランガーの舞踊

論の限界が越えられないままであったとすれば，

舞踊教育に関する調査研究や科学的実験研究の結

果を現実の舞踊教育実践に還元し得なかったとし

ても，むしろ当然のこととみなされる。舞踊教育

が人間にかかわる教育である限り，そこでは人間

の事実性こそが中心とされなければならない。

　ランガーの理論の今日評価すべき点はr技術の

進歩は人間の精神の自由を危険に陥れつっあ
る。」20〕と，ユ940年代の社会的趨勢に対する問題

意識をその根底に有していた点にこそある。ラン

ガーの理論の総ては，そうした視点から汲み取る

べきであって，単に舞踊＝芸術を主張するために

のみ援用すべきものではない。

　ランガーの舞踊論とも関連して，舞踊教育の観

点から興味深い舞踊論としてはM．Sheetsの｝The

Phenomeno1ogy　of　Dance”がある。M．Sheets

はその著作において①サルトルの『存在と無』か

ら根源的時間性を説き，メルロ・ポンティの身体

図式の概念を援用して根源的空問性を説きながら

自我一意識，意識一身体の存在の仕方を論じ，②

ランガーの舞踊論の中心概念，力の幻影は，形式

を創造中のダンサーと生成中の形式とがひとつの

脱自構造の中で分散一粘着的に存在する限りにお

いて支えられると論じながら　③構造主義的視点

から舞踊について，緊張の質・線の質・領域の質・

投影の質という4つの可塑的要素を見出して④

舞踊の抽象性という問題の範岡壽的分析を，現実の

人間感情・日常の運動との関連性を中心として行

ない　⑤舞踊の表現性という問題については，そ

の意味はそれを具体化し反映する特定の美的外観

から生じると主張しながら　⑥舞踊の美的外観の

2大局面として力動的な線（dynamic1ine）・想

像的空間（the　imaginative　space）をあげ，人

間の意識一身体とそれらとの連関性を論じてい

る。注1）こうしたM．Sheetsの舞踊論は，ランガ

ーが美的仮象の世界へと切り離してしまった舞踊

を現実の生の世界へ取り戻す視点を有するもので

ある。

　更に，舞踊教育の観点から興味深い舞踊論とし

ては，S．H．Fra1eighのu　Dance　Creates　Man”

及び”Man　Creates　Dance”がある。この著論

にもサルトルの存在論の援用がなされており，r舞

踊芸術は実存主義と共に成長してきた。」注2）と述

べられている。

　概して戦後の舞踊教育関係の研究には，哲学的

ないし美学的研究が欠如している。r戦後体育の

中で，本来の特性をみなおされたダンス。」16〕といわ

れるほどであるなら，また創作ダンスという学習

形態はモダン・ダン子の理念に基づいていると一

般的にいわれるほどであるなら，舞踊の哲学的な

いし美学的研究が行なわれてきていてもよいはず

である。舞踊教育の心身の教育的可能性を実際的

に押し広げていくためには，この方面の研究が大

幅に補われていく必要がある。

（2）舞踊教育の方法論的考察

　舞踊教育が，創作ダンスという学習形態によっ

て，芸術的志向性を中核としていく限り，芸術性

は本来主観的に汲み取られるものであるというこ

とから，意図的な教育計画の枠を越えた部分を顧

慮することの必要性が生じる。そもそも，芸

術的志向性の芽ばえ自体が，教育的な計画に

よって意図的に生じさせることのできないも

のであり，偶然的なものである。

　創作ダンスという学習形態の中に芸術的志向性を

位置づけるためには，その教師自身がすでに芸術

的志向性を有しているということが，不可欠であ

る。生徒の心に芸術的志向性を芽ばえさせること

は，その教師の主観性に最も頼ることになる。

　舞踊という名がすでに付ぜられた客観点な形式

を有する身体運動を創作ダンスという学習形態の

中に持ち込むことは，芸術的志向性が生徒の心に

一端生じてしまった後では，方法的有効性を持ち

得るが，それ以前では逆に芸術的志向性の芽ばえ



を阻む結果につながる可能性が極めて大である。

舞踊とはすでに形式化されたこれやあれらの身体

運動形態に過ぎないと彼らが思い込んでしまった

ならば，その心に芸術的志向性を芽ばえさせるこ

とは増々困難になる。舞踊教師は，最初から彼ら

に舞踊とはもろくこわれやすいものであると意識

させるよう努めることが重要である。

　純粋に身体運動という観点からみれば，舞踊教

師自身が，まず，まだ出会ったことのないものと

して生徒の関心をそそる彼らにとって美的な身体

運動を師範することが肝要である。フィルムや写

真をその代用とすることは，あくまで二次的な手

段としかなり得ない。

　このことは，舞踊教師に，芸術的志向性という

限りにおいての自己の身体性そのももの追求を現

実的な課題として投げかける。そのことはまた必

然的に，身体性に関する諸々の認識力をその舞踊

教師が有する結果へとっながる。

　創作ダンスという学習形態において，意図的な

教育計画をはずれる部分に関しては，一重に，舞

踊教師自身の舞踊との関わりで鍛えられた身体性

を通しての人間の心の洞察力を必要とするのであ

り，またその教師の適確な判断に基づいた諸々の

教育的実践力が必要とされるのである。

く注＞

注1）参照“ThePh㎝omeno1ogyofDance”byMaxine
　　Sheets　Madison　UniveIsity　of　Wiscons㎞P正ess

　　工966．

注2）参照“Dance　Creates　M㎝”by　S．H．F正a1eig

所収“Quest”Monograph　X］V℃OLLECTION’

June　　1970　pp．65－71．

“M㎝C正eates　D…㎜ce”by　S．H．趾a1eigh

所収　“Quest”Mom即aph凧1II‘The

Language　of　Movement’w㎞teエissue

1975　pp．20－27．
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