
            東女体発２５－６号 

 所  属  長  殿                                  平成２５年５月７日 

各         位                                           

連盟会員各位                                                      東 京 都 女 子 体 育 連 盟 

                           会長 髙 野 章 子（公印略） 
 

平成２５年度 
東 京 都 女 子 体 育 連 盟  総 会 ・実 技 研 修 会 
全国ダンス・表現運動授業研究会 実技研修会 

ご案内 

  
  風薫るさわやかな季節となりました。先生方には、ますますご健勝にてご活躍のことと存じます。 
さて、日頃より、当連盟の活動にご協力いただきありがとうございます。今年度最初の行事としまして、

平成２５年度の総会及び実技研修会を、下記のとおり開催いたします。午前中の研修会は、民踊の平田利矢

子先生と、アフリカンダンスの Moccoly 先生をお迎えし、ご自身も楽しめて、授業にも充分に活用できるダ

ンスを教えていただきます。今年度の総会はお昼の時間帯に開催します。会員の皆様をはじめ、多数ご出席

いただき、会の運営にご意見をいただけますようお願いいたします。 
また、午後には、全国ダンス・表現運動授業研究会の実技研修会も併せてご案内いたします。 

どちらの研修も中学校のダンス必修化にも対応し、指導経験の少ない方、はじめてダンスを指導される男性

の先生方にも、楽しみながら研修していただけるように企画いたしました。 

校長先生におかれましては、貴校先生方の参加についてご高配のほど、よろしくお願いいたします。 
 

記 
日  時  平成２５年 ６月３０日（日）   
会  場  都立大江戸高等学校   

※都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉駅」下車 Ｂ１出口より 徒歩１３分  
または 東陽町方面行きバス(東２２系統)･千田バス停下車３分 

※東京メトロ東西線「東陽町駅」下車 1 番出口より徒歩１３分 または錦糸町方面行き・千田バス停下車 

Ａ 東京都女子体育連盟 実技研修会  ９：３０～ （９：１０～受付）  会場：体育館   

Ｂ 東京都女子体育連盟 総会  １２：１０～ 午前の研修に引き続き行います  会場：会議室 

Ｃ 全国ダンス・表現運動授業研究会 実技研修会  １３：３０～ （１３：１０～受付） 

会場：体育館･剣道場･柔道場 など 

対  象    幼・小・中・特・高・大学・短大・専門学校・生涯ｽﾎﾟｰﾂの指導者・体育専攻学生（男女不問） 

後  援    東京都教育委員会  東京都小学校体育研究会  東京都公立中学校保健体育科研究会 

       東京都中学校体育連盟  東京都高等学校保健体育研究会  

一般財団法人東京都私立中学高等学校協会(申請中)  

時程･内容     
Ａ 東京都女子体育連盟 実技研修会 「あふれるリズムとエネルギー！ 民族の踊りを楽しもう！」 

9：10   受付 
9：30   開会式 会長挨拶 講師紹介  ⇒ 前後半交代制グループ分け 
9：40  
 
10：45 休憩 
10：55 交代 
12：00 終了 

実技研修①  講師 平田利矢子 
「正調『よさこい』から運動会・体育祭に

向けてのヒント集」 

実技研修② 講師 Moccoly（ﾓｯｺﾘｰ） 
ジャンベ（太鼓）の生演奏で！！ 

「アフリカンダンス」 
実技研修②  講師 Moccoly（ﾓｯｺﾘｰ） 

「アフリカンダンス」 
実技研修①  講師 平田利矢子 

「よさこい」 
                             ※講師プロフィールをご参照ください 

Ｂ 東京都女子体育連盟 総会 

12：10 

 

内容 役員の追加・確認  

平成２４年度活動報告・同 決算報告  

 平成２５年度活動計画・同 予算案提出  
12：30  昼食 

 



Ｃ 全国ダンス・表現運動授業研究会 実技研修会 「 明日からトライ！ ダンスの授業 」 

13：10 午後の受付 

13：30 開会式    

13：40 全体で・・・気軽に仲間と踊り、心と体をほぐすダンス・ウォームアップ 

14：00 
 
 
 
 
 

発達段階コース別研修   講師 授業研究会の経験豊かな指導者（ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ参照） 

表現運動、創作ダンス、リズムダンス、現代的なリズムのダンスの実践例を紹介します。 

幼小コース           中高コース 

いつでも どこでも 

すぐできる 

表現あそび・表現運動 

はじめて取り組む 

楽しいダンスの学習法 

さらに一歩先へ進む 

ダンスの学習法 

16：00    閉会式 
 

問い合わせ  東京都女子体育連盟        都立芦花高等学校 勢畑多恵子  ０３－５３１５－３３２２ 
全国ダンス・表現運動授業研究会    順天堂大学 中村恭子 ０９０－２４３５－３１７１ 

 
費  用     午前・午後 各 １.２００円 （学生６００円） 当日会場にて支払い 
（資料代）  （是非両方ご参加ください） 
 
申し込み   申込用紙に必要事項をご記入の上 下記宛にＦＡＸして下さい 

        都立芦花高校高等学校 体育科 勢畑多恵子宛 

                        FAX：０３－３３０５－８１８０     TEL:０３－５３１５－３３２２ 
申込締め切り：６月２１日(金)  （午前 午後、各 先着順１００名）  
 

そ の 他         ・運動着、体育館シューズ（ダンスシューズ・運動靴）をご用意下さい 
・昼食をご用意ください（２･３分のところにコンビニがありますが、飲食店はありません） 
・お車でのご来場はご遠慮下さい    
 

講師プロフィール 

●平田利矢子 （東京女子体育大学・准教授） 

 ４才からバレエ等を学ぶ。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科（舞踊教育学専攻）修了。多くの舞台・大会

に参加し、様々な賞を受賞。舞踊教育における技術・指導法などを学び、演出・振付・指導作品が地域社会・学

校教育で高く評価される。また、東京を基点に海外公演（イギリス、フランスなど）も経験し、その実力を発揮。

ソングリーディング日本代表（大学）やYOSAKOIソーラン祭りでの振付け・指導では斬新で独創的な作品作りによ

り数多くのチームを「優勝」に導いている。現在、指導を行うと同時に舞踊教育や実践研究を進めている。 

●Ｍｏｃｃｏｌｙ(モッコリー) （ダンサー・振付師） 

１５歳でダンスを始め１８歳で単身ＮＹに渡る。アフリカンダンスと出会い翌年西アフリカにてダンス修行。

現在は全国各地であらゆるジャンルのミュージシャンとライブを行い、アフリカンダンスやボディエクササイズ

のクラスなどを開催。パンチのきいたダンスは観る人全てにパワーを与えている！表現の奇才！ 

（昨年の生涯スポーツ部主催｢リズムダンス交流会｣への出演が大好評だったため、再度お願いしました） 

●全国ダンス・表現運動授業研究会 & 講師陣 

全国ダンス･表現運動授業研究会は松本千代栄先生（お茶の水女子大学名誉教授）創設の幼･小･中･高･大学教員

によるダンス･表現運動学習指導の自主研究会。子どもたちが持っている力と個性を発揮して仲間と関わりながら、

楽しく１時間で＜踊る・創る・観る＞学習法と単元づくりを実践経験豊富な講師陣が提案します。 （50 音順） 
 

笠井里津子 日本体育大学児童スポーツ教育学部教授  中村恭子   順天堂大学スポーツ健康科学部准教授     

君和田雅子 お茶の水女子大学附属中学校教諭     中村なおみ 東海大学体育学部教授             

熊谷昌子   大妻多摩中学高等学校教諭        藤田久美子 國學院大學久我山中学高等学校教諭         

栗原知子   お茶の水女子大学附属小学校教諭     宮本乙女   日本女子体育大学准教授            

津田博子   日本体育大学体育学部准教授       山下昌江   元小学校教諭・千葉県体育マイスター  

                 

tel:%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%93%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BC%92%EF%BC%92


 

 

         

＜東京都女子体育連盟 今後の行事のお知らせ＞ 

１. 第１１回 リズムダンス交流会(生涯ｽﾎﾟｰﾂ部)（交流会問い合わせ：佐藤志津子 03-3332-2405） 

      平成２５年６月５日（水）１０：００～１２：３０ 杉並区立荻窪体育館 アリーナ 
         講師：田中安理氏 「リズム ＤＥ ダンス！」 他    
 
２． 第２６回 ダンス講習会 平成２５年１０月１９日(土) 

   講師：検討中  
内容：「ダンスって楽しい！授業はここから！Part② 

 ～心と体を豊かに拓く、表現運動・ダンスの指導～」 

経験の少ない先生や男性の先生も、ご自身が楽しみながら生徒の表現力を引き出す指導のコツを学

べます。毎年、「明日からすぐに役立つ内容ばかり」と好評の講習会です。 

 

３． 第４１回 体育実技研究発表会   
   平成２６年２月２日（日） 会場：ティアラこうとう   
   参加校が増え、同時に各学校の作品のレベルも向上してきました。見応えのあるストリート系の

ダンスや、全国大会レベルの創作ダンスなど様々なジャンルの作品が鑑賞できます。  
  
４．高校生向けスキルアップ講座 １２月１４日(土) 

   上記、体育実技研究発表会の参加校を対象に行います。よりよい作品づくりに役立ちます。 
 
 ５．研修交流会 

   年４回のペースで小規模な研修会を行っています。「明日」の授業を考えます。 
                           連盟関連問い合わせ先：都立芦花高等学校 勢畑多恵子 03-5315-3322 
 
＜全国ダンス・表現運動授業研究会 活動のご案内＞  
１．月例会  

毎月第２日曜日または第３日曜日 13：00～17：00 
会場：お茶の水女子大学附属小学校・中学校の体育室など（地下鉄丸ノ内線 茗荷谷） 
各自が授業で実践した、あるいは実践しようとしている内容を模擬授業形式で発表しあい、よりよい

指導の研究協議を行っています。多くの実践者と協議することで、指導の手立てが見えてきます。 
 

２．合宿研修会  

年１回３月末の２日間 会場は全国各地を回ります。 
基調講演、講義、月例会メンバーからの提案のほか、 
発達別研修会では参加者全員で新しい課題の指導案を検討します。  

※詳しくは、全国ダンス･表現運動授業研究会 HP http://dancejugyoukenkyukai.jimdo.com/ をチェック！ 
 
＜公益社団法人日本女子体育連盟関係＞   問い合わせ：（公社）日本女子体育連盟 03-3469-7995 
  １．第２６回 全日本高校･大学ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・神戸 ８／７(水)～１０(土) 神戸文化ホール他 
   ２．日本女子体育連盟 サマーセミナー（夏期講座） 

８／２３(金）・２４（土）  国立オリンピック記念青少年総合センター 
  ３．第４７回 全国女子体育研究大会(山梨大会) １１月１５日(金)～１６日(土)  

 

＜日本フォークダンス連盟関係＞    問い合わせ：（社）日本ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟  03-3469-8706 
１．第４３回 全国学校ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ研修会 ８／２（金）～８／４（日）ﾎﾃﾙｶﾃﾞﾝﾂｧ光ヶ丘ﾄﾞｰﾑ 

次回は５月１２日（日）

会場 お茶の水附属小 
 

平成２６年３月末 会場未定 

１１月ごろに 
要項を送付 

http://dancejugyoukenkyukai.jimdo.com/


送送送付付付書書書不不不要要要   都立芦花高等学校  勢畑多恵子宛 (事務局) 

FAX:03ｰ3305-8180    TEL:5315-3322 

参加申込書  ※６／２１日（金）までにお申し込みください ＊は必須項目 

  ※会員登録されている先生は、総会（昼休みの時間帯）にもご参加ください 

＊個人情報は、当連盟の活動のためのみに活用させて頂き、他への提供はいたしません。 

●東京都女子体育連盟 会員登録について 

東京都女子体育連盟では、活動のさらなる充実を期するため会員登録制度を行っています。 

連盟の活動をご理解いただける方、ご一緒に学び活動してくださる方どなたでも会員になれます。 

① 登録いただいた方は、年に一度の総会に出席し、運営に関わることができます。 

② 連盟の研修交流会への参加、事業についての報告や、各行事のお知らせなどが直接郵送されます。 

上記の趣旨にご賛同頂き、登録を希望される方は下記①～③いずれかに○をお付けください 

① 会員登録する 

② 会員登録し、さらに 研修交流会に 参加する                

③ 会員登録し、さらに 幼･小･中･高･大・生涯スポーツ部いずれかの部員として活動する  

(会員登録される場合は、パソコンのメールのアドレスをお書きください。詳細は事務局まで) 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 
＊お名前 

 ＊性 別 男  ・  女 

＊ご自宅 
住所 

〒        ＊ご自宅電話 

または 
携帯電話 

 

学校名 
所属団体  

勤務先等 
電話  

E-mail アドレス(パソコンの) 

↓参加する会(ＡＢＣ)･コース･経験に○をつけてください 

Ａ 東京都女子体育連盟 実技研修会（午前） 

＊連盟の研修会などの受講 初めて ・ 2 回目 ・ 3 回目以上 

Ｂ 東京都女子体育連盟 総会 （午前の部の終了後、昼休み）     

Ｃ 全国ダンス・表現運動授業研究会 実技研修会（午後） 

＊参加希望 
（発達段階コース別研修） 

幼小コース ･ 
中高コース 

はじめて取り組む 
･ 

中高コース 
さらに一歩先へ進む 

＊授業研究会の研修会などの受講 初めて ・ 2 回目 ・ 3 回目以上 

＊ダンス授業指導経験 指導経験なし ･ 指導経験１～２年 ･ 指導経験３年以上 

ご要望など 


