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1．緒言 

新しく改訂された中学校学習指導要領（2008 年 9

月）を見ると現代的なリズムのダンス（第 1学年及

び第 2学年）では、①リズムの特徴をとらえる、②

変化のある動きを組み合わせる、③リズムに乗って

全身で踊ることが具体的な学習内容として示され

ている。 

しかしながら、宮内（2007）が指摘するように、

ダンスは個人で踊るだけでなく群（集団）で表現や

交流することに魅力があり、群の踊りに関わる指導

を行うことで、より一層魅力ある授業を実施出来る

と予想される。 

本研究では、群の構成課題の指導をベースにした

授業づくりを行い、その有効性について生徒のダン

スパフォーマンスの変容から事例分析的に検討す

ることを目的とする。 

 
2．研究方法 
2－1 対象及び実施時期 

国立大学法人茨城大学附属中学校の選択教科で

ある現代的なリズムのダンス（2授業連続で行われ

る 6回の授業：50 分授業で計 12 授業）を選択した

女子生徒 1年生 19 名（ヒップホップなどのダンス

歴 1年以上有する生徒 1名、バレエ・ミュージカル

の経験を有する生徒 5名、バトンダンス歴 2年有す

る生徒 2名を含む）を対象とし、平成 20 年 10 月

20日から 12月 8日まで同中学校の武道場にて実施

した。指導者は、ダンス歴 10 年以上有する茨城大

学教育学部保健体育専修4年次の女子学生2名が行

った。 
2－2 授業の概要 
 単元 12 時間分の授業は以下のような構成で授業
を展開した。まず、単元 1 時間目はチームリーダー
を選出し、授業の大部分を選曲作業に費やした。単
元 2時間目から 8時間目までの前半部分は、群の構
成課題の指導を中心に行い、特に 2時間目は構成の
考え方、3時間目は隊形の変化、4時間目は隊形の
壮大さの具体的な内容を説明し、それらを踏まえつ
つ踊りの創作・練習を繰り返し行わせた。5・6時
間目はそれらを総合的に練習させ、7・8時間目に
は中間発表会並びに自由（課題）練習とした。単元
後半の 9時間目は、個々人の踊りを強化するために
①リズミカルな動き、②全身を使った動き、③変化
のある動きの 3点を指導し、10時間目は自由練習、
11 時間目は鑑賞会（発表会）、12 時間目は最終の
課題練習を行わせた。群の構成課題を指導した学習
内容は以下の通りである。 
・構成の考え方：踊りは一般的に「はじめ－なか－

おわり」で構成され、その内容を花
の一生（「発芽（はじめ）－開花（な
か）－枯ちる（おわり）」に例えて
説明した。 

・隊形の変化：Ｖ字型、逆Ｖ字、ダイヤモンド型、
縦平行、横平行など隊形パターンを

紹介し、様々な隊形に変化させる説
明を行った。 

・隊形の壮大さ：会場全体（横・奥行）を大きく使
って踊る重要性（躍動感の創出）に
ついて指導した。 

・同調性：タイミングを揃えて同じ動きをすること 
    が美しく見えることをカウントの話に例 

えて説明した。 
 中間発表会及び鑑賞会（発表会）以外の授業では、 
必ず授業の後半にミニ発表会を行わせ、その日の成 
果を発揮する場を設定した。 
2－3 分析方法 
ミニ発表会及び中間発表会や鑑賞会（発表会）で

行った生徒達の作品をビデオカメラに収録し、作品
を収録し、評価用紙を用いて観察・評価を行い、７
件法の数字をそのまま点数化し、各項目の平均を算
出した。評価者は、ダンス歴 10 年以上有する学生
2 名とスポーツコースの学生 1 名の計 3 名である。
授業毎の学習状況をとらえるために適用した評価
項目は、平成 19 年度の水戸市ダンス発表会での 6
作品を学生 11 名がブレインストーミングを行いカ
テゴリー化し、群の踊り 3項目（「隊形の変化」「隊
形の壮大さ」「同調性」）、個の踊り 3項目（「リ
ズミカルな動き」「全身を使った動き」「変化のあ
る動き」）の計 6項目である。一方、生徒達の作品
の総合的な出来栄えを評価する総合項目を作成し、
授業毎の生徒のダンスの全体的な出来栄えを分析
した。各々の回答選択肢は、全て 7件法とした（1.
全く出来ていない、2．出来ていない、3．あまり出
来ていない、4．普通、5．まあまあ出来ている、6．
よく出来ている、7．かなりよく出来ている）。 
 また、生徒達のダンスパフォーマンスにおける総
合的な評価をよりリアルにとらえるために中間発
表会や鑑賞会に参加した学生 10 名に生徒の踊りを
鑑賞した印象について感想文を記述してもらった。 
 記述された内容は一文毎にテーマ化を行いその
後カテゴリー化並びに再カテゴリー化を繰り返し、
最終的には学生の記述が「個の踊り」「群の踊り」
「その他」の３つに分類した。それらデータの分析
は全体に占める割合として単純集計し、記述の割合
の高さにから生徒達のダンスパフォーマンスの特
徴を捉えようとした。 
 
3．結果と考察 
3-1．個の踊りの評価 
 図 1は授業毎に評価した個の踊りの結果を示し
ている。図 1 に示した通り、単元 1・2時間目（チ
ーム編成・選曲作業と構成の考え方）並びに単元 3・
4時間目（隊形の変化と隊形の壮大さ）の評価平均
はともに 2.9、単元 5・6 時間目（総合練習）3.3、
単元 7・8時間目（中間発表会）4.0、単元 9・10 時
間目（個の踊り）は 4.1、単元 11・12（鑑賞会と自
由練習）時間目は 4.9 と群の構成課題を中心に指導
した単元 3・4 時間目に停滞した以外はすべて評価
平均の値が増加する傾向にあった。 
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図 1 「個の踊り」の分析結果 

3-2．群の踊りの評価 
 図 2は授業毎に評価した群の踊りの結果を示し
ている。図 2 に示した通り、単元 1・2時間目（チ
ーム編成・選曲作業と構成の考え方）の評価平均は
1.7、単元 3・4時間目（隊形の変化と隊形の壮大さ）
の評価平均は 2.9、単元 5・6 時間目（総合練習）
3.4、単元 7・8 時間目（中間発表会）4.8、単元 9・
10 時間目（個の踊り）は 4.4、単元 11・12（鑑賞
会と自由練習）時間目は 5.3 と個の踊りを中心に指
導した単元 9・10 時間目に停滞した以外はすべて評
価平均の値が増加する傾向にあった。 
 

 
図 2 「群の踊り」の分析結果 

 
 以上のように、①個の踊りについては単元はじめ
の評価平均 2.9 と「あまり出来ていない」状態から
単元まとめの鑑賞会で評価平均 5.2「まあまあ出来
ている」へと高まっていること、②群の踊りについ
ては単元はじめの評価平均 1.7「出来ていない」状
態から単元まとめの鑑賞会で評価平均 5.3「まあま
あ出来ている」へと大きく高まる傾向にあったこと
が確かめられた。 
特に、個の踊りにおいては単元はじめからある程

度は出来ていたのに対し、群の踊りについては、単
元前半はほとんど出来ていなかった状態から単元
後半には、ある程度出来ているとの評価を得られる
など十分に指導の効果が認められる結果が得られ
たと捉えることができる。 
3-3.ダンスパフォーマンスの総合評価 
 図 3は生徒らが創作した現代的なリズムのダン
スのダンスパフォーマンスを総合的に評価した結
果を示している。 
 図 3に示した通り、単元 1・2時間目（チーム編
成・選曲作業と構成の考え方）の評価平均は 2.0、
単元 3・4時間目（隊形の変化と隊形の壮大さ）の
評価平均は 2.7、単元 5・6時間目（総合練習）3.3、
単元 7・8時間目（中間発表会）4.1、単元 9・10 時
間目（個の踊り）は 4.7、単元 11・12（鑑賞会と自
由練習）時間目は 5.0 とすべての評価平均が高まる
傾向にあった。特に単元はじめは「出来ていない」
状態であったのに対し、単元まとめの鑑賞会では
「まあまあ出来ている」の状態まで生徒達のダンス
パフォーマンスが高められたことを示している。 

 このような評価をよりリアルに捉えるために分
析した学生の感想文の分析結果をみると、最も多く
記述された文章は「群の踊り」に関する内容で、全
部で記述された文章数 58 文中 34 文（58.6%）と約
6割の文章が群の踊りに関するものであった。 
 具体的には「隊形が様々に変化してたり、全員で
踊る場面、グループだけが踊る場面の工夫があった
ので見てて面白い」「隊形も人数が多いのをうまく
利用出来ていて壮大さが感じられる」など指導した
内容を生徒達が学習した状況を裏付ける感想の記
述が見受けられた。 
 ただし、「2 人ずつ出てくるところは、最後のト
リの見せ場なので、堂々とやればもっと良くなると
思う」や「動きが小さい子がいる。そのため揃って
みえない」などやや踊りきることができない生徒達
の様子を否定的にとらえた文章も見受けられ、評価
平均 6や 7段階に当たる「できている」あるいは「か
なりできている」状態までは学習成果を引き出せて
いない状況も同時に裏付けられる結果が得られた。 
以上の結果を総合すると、群の踊りをベースに単

元を構成し指導していくことで生徒達は群の構成
課題に必要とされる集団的な表現力（隊形の変化、
隊形の壮大さ、同調性の表現）を高めることができ、
結果的に総合的なダンスパフォーマンス能力を高
めることが出来る傾向にあることが明らかとなっ
た。 
  
4.まとめ 

本研究は、群の構成課題の指導をベースにした授

業づくりを行い、その有効性について生徒のダンス

パフォーマンスの変容から事例分析的に検討した

結果、以下のようなことが得られた。 
・個の踊りは、単元前半からある程度は出来ていた
のに対し、群の踊りは、単元前半はほとんど出来て
いなかった状態から単元後半には、ある程度出来て
いるとの評価を得られるなど十分に指導の効果が
認められる結果が得られた。 
・ダンスパフォーマンスの総合評価の結果から、「出
来ていない」状態から「まあまあ出来ている」の状
態にまで、生徒達のダンスパフォーマンスが高めら
れた。 
・学生の感想文から群の踊りに関する内容が多数で、
生徒達が学習した状況を裏付ける感想の記述が見
受けられた。しかし、やや踊りきることができない
生徒達の様子を否定的にとらえた文章も見受けら
れ、「できている」あるいは「かなりできている」
状態までは学習成果を引き出せていない状況も同
時に裏付けられる結果が得られた。 
以上のように、群の踊りをベースに単元を構成し

指導していくことは、群の構成課題に必要とされる
集団的な表現力（隊形の変化、隊形の壮大さ、同調
性の表現）を生徒達が高めることができ、結果的に
総合的なダンスパフォーマンス能力を高めること
が出来る傾向にあることが明らかとなった。他の指
導法との比較検討出来ているわけではないので、今
回適用した指導方法がより効果的にこのような結
果を引き出せるのかどうかは確認できない。 
 しかしながら、少なくとも今回指導したやり方
（群の指導を中心に進める単元構成）は生徒達のダ
ンスパフォーマンスの向上を引き出す可能性を十
分に持っていると考えられる。 
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