
授業科目名 舞台芸術基礎実習 

担当教員 

杉山 至     尾西 教彰 
児玉 北斗   木田真理子 
石井 路子   山内 健司 
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

理論の講義やコミュニケーション系の演習、各種ワークショップ演習の学びを、

舞台芸術作品の実際の創作活動を通して、応用ないし検証する。 

プロの演出家やスタッフの指導のもと学生はキャストやダンサー・パフォーマー

として舞台に立ち、制作や舞台美術・照明・音響といったスタッフワークを担う

ことで、舞台芸術についての体験的学習を通して技術と知識を包括的に習得して

いく。 

到達目標 

1.関連する講義や演習での学びを応用することができる。 2.またそれらを実践感

覚をもって検証(反省)することができる。 3.キャスト、ダンサー、パフォーマー

の意識、スタッフワークの方法を実際の上演を通して、運営や環境面から見直し、

広げ、深めることができる。 

授業計画 

創作の授業のため、内容スケジュールの詳細は担当する演出家・振り付け家と

相談の上決定する。４限連続授業で実施する。 

 

1/授業概要説明ガイダンス、キャストオーディションとスタッフ決定、創作か

ら発表までのタイムスケジュールの作成 

2/ パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 1&スタッフワーク 1 

3/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 2&スタッフワーク 2 

4/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 3&スタッフワーク 3 

5/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 4&スタッフワーク 4 

6/前半のまとめとフィードバック 

7/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 5&スタッフワーク 5 

8/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 6&スタッフワーク 6 

9/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 7&スタッフワーク 7 

10/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 8&スタッフワーク 8 

11/パフォーマンス（演劇・ダンス）創作 9&スタッフワーク 9 

12/発表 ＆レポート提出 

事前･事後 
学習 

授業で使用する戯曲、台本、テキストが決定したらそれを事前に読んでおくこ

と 

テキスト 担当演出・振付家と相談の上使用テキスト決定 

参考文献 『演劇入門』、平田 オリザ著 

成績評価 
の 基 準  

授業への取り組み（50%）、プレゼンテーション(40%)、レポート（10%） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄 動きやすい格好で参加のこと 



授業科目名 舞台芸術実習Ａ 

担当教員 

石井 路子 山内 健司 
杉山 至  尾西 教彰 
児玉 北斗  木田真理子    
近藤のぞみ 飛田 勘文 
河村 竜也 田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

舞台芸術基礎実習で学んだ理論やコミュニケーションに関する学びを、

上演芸術の実作を通じて、舞台と観客のコミュニケーション、舞台上で俳

優同士で行われるコミュニケーション、技術制作スタッフとのコミュニケ

ーションなどに応用し、体験的に検証する。舞台で上演される作品がどの

ような意図をもって舞台上に現出させられるのか、その意図（演出プラン）

について実作を通して学ぶ。またその意図を届けるために、俳優やダンサ

ーの身体、現場（例えば劇場）の機構や装置、舞台美術、客席の位置等、

またステージマネージングや広報などの運営も含めたプランニングが必

要であることを、体験的に学習する。 

到達目標 

１ 舞台芸術基礎実習の到達目標を礎にして、他の環境でもそれを応用す

ることができる。 
２ 舞台芸術における「演出」の役割と意義について具体的に述べること

ができる。 
３ 演出家とコミュニケーションをとることができる。 

授業計画 

 4 限連続授業として実施。 

１ 創作対象となる作品・戯曲を熟読するとともに、作者および作品が書かれ

た時代や社会的背景について文献を用いながら知る。 

２ 創作対象となる作品について、人間・社会・時代の観点から演出プランを

作成する。 

３ 創作対象となる作品について、プレイヤー・舞台美術・照明・音響・制作

それぞれの立場からプランを作成し、共有する。 

４ 創作対象となる作品について、プレイヤー・舞台美術・照明・音響・制作

の立場で上演可能になるよう、実際に創作活動を展開する。 

５ 創作対象となる作品について、展開した創作物について共有し、演出プラ

ンとの整合性について演出家とコミュニケーションを図る。 

６ 前時で行われた議論を反映して、創作物の修正を行う。 

７ 修正された創作物について、演出プランとの整合性を考えながら、演出家

と更なるコミュニケーションを行う。 

８ 前時で行われた議論を反映して、創作物の修正を行う。 

９ 実際に上演芸術として舞台発表を行うため、劇場仕込み・制作運営・リハ

ーサルを行う。 

10 観客とのコミュニケーションを想定してゲネラルプローぺを行い、演出プ

ランとの整合性を考えながら創作物の修正を行う。 

11 上演発表を行う。 

12 発表後、来場者アンケートなどによるフィードバックを参考にしながら、

創作物についてのふりかえりを行う。 

事前･事後 
学習 

・創作対象となる作品・戯曲については事前に熟読しておくことが必要である。 
・創作対象となる作品・戯曲の作家や時代背景などについて、事前に調べ、疑

問点を明らかにしたうえで授業に臨むこと。 



 

・創作対象となる作品・戯曲について、自分なりのプランを考案した上で議論

に臨むこと。 
・創作の過程を記録し、毎時間提出すること。 

テキスト ・受講者の特性を考慮し、その都度指定する。 

参考文献 ・テキスト読解に必要となる参考文献をその都度適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・演出家と考案した演出プランに沿って、各役割に必要なプランを作成できる。 
・演出家と適宜コミュニケーションを図りながら、プランの修正や実現を実行

することができる。 
・毎時間提出される創作過程記録（70％）、振り返りレポート（30％） 

履修上の注意

履修要件 ・「舞台芸術基礎実習」を履修済みであること。 

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄 ・実習費 2 万円を予定。 



 

授業科目名 舞台芸術実習Ｂ 

担当教員 

山内 健司  杉山 至 
尾西 教彰  児玉 北斗    
木田真理子 石井 路子    
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

これまでに履修した講義や演習、実習の学びを踏まえ、舞台芸術の実作を通じ
て、表現者として自立する第一歩とする。海外の演劇学校と伍するレベルの演
劇作品の創作を目指し、日本と世界の現代演劇を考察する礎とする。演劇制作
にまつわるすべての職種において、誰もが主体的に全体の仕事にあたる創作環
境を獲得し、集団による創作に臨む。多様な表現者と多様な観客とが、お互い
を尊重して集うことのできる場としての演劇作品をつくる。 

到達目標 

1.表現者としての自立を目指し創作に臨むことができる。 
2.お互いを尊重して、集団での創作活動に臨むことができる。 
3.表現者と観客が集う場の価値を認識し、高めることできる。 
4.近代とは何かを踏まえ、現代演劇について述べることができる。 

授業計画 

演劇作品をつくるプロセスにしたがって時間を配分し進行。創作全体の共有を

常に十分におこなう。適宜必要なレクチャーを実施する。（12 日） 

1. 本読み、演出方針の共有 

2. 戯曲リサーチ、シーン稽古開始 

3. シーン稽古、セリフ確認と各人の課題設定 

4. 通し稽古（セリフ確認を中心とする） 

5. スタッフワークのプランニング・共有 

6. シーン稽古、イメージを深める 1 

7. シーン稽古、イメージを深める 2 

8. 通し稽古（全体のイメージを共有） 

9. シーン稽古＋スタッフワーク、イメージを深める 3 

10. シーン稽古＋スタッフワーク、仕上げる 

11. ゲネプロ（本番同様のリハーサル）、修正 

12. 発表、振り返り 

事前･事後 
学習 

・事前に、個人的な準備（リサーチ、セリフ入れ、演技の課題設定、スタッフ

ワーク）を十分に行なって実習に臨むこと。 
・あわせて、パートナーとの練習・相談を十分に行なって稽古に臨むこと。 

テキスト 上演戯曲の決定後、実習の開始前に配布 

参考文献 ・実習において参考資料を配付する。 
・参考文献等を適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・事前に、十分な準備を行なって授業に臨むことができる（50%） 
・授業内での取り組み・発言（50%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 舞台芸術実習 C 

担当教員 

児玉 北斗  杉山 至 
尾西 教彰  木田真理子 
石井 路子   山内 健司 
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

コミュニケーション演習・ワークショップ実習などで習得した技術や、講義で学

習した理論を応用し、「振付」という実践を通して小作品を創作する。舞台、照明、

音響、衣装、美術、観客、言語情報などとの関係性の中で、いかにして自らの身

体表現を構築するかということを、実作を通じて学ぶ。また、ダンサー、ドラマ

トゥルグ、マネージメントや広報担当者などとのコミュニケーションにおいて必

要になるアイデア・コンセプトの言語化を重視し、舞台芸術の創作に必須である

グループワークの技術と社会性への意識を培う。フィードバック時には、ゲスト

講師を招いて、意見交換を行う。 

到達目標 

⑴ 様々な学習の成果を、振付による作品制作に応用することができる。 ⑵ 舞台

芸術における「振付」 の役割と意義、また自身の作品コンセプトや制作における

方法論について、理論的に述べられるようになる。⑶ ダンサー、舞台技術者から

照明／衣装／美術などのアーティストたちまで、様々な協働者と意思疎通を図り、

プロジェクトを主導することができる。  

授業計画 

各回の内容は以下の通り。ワークショップ、プレゼンテーション、そしてフィー

ドバックを軸として、共同作業として授業を進行する。４限連続授業を計１２回

実施する。 

1. 「振付」イントロダクション アイデアのリサーチ 

2. リサーチ結果のプレゼンテーション  

3. コンセプト化・マッピングワークショップ 

4. コンセプト発表プレゼンテーション プログラムノート作成 

5. ムーブメントリサーチ／コンポジションワークショップ1：インプロヴィゼーション 

6. ムーブメントリサーチ／コンポジションワークショップ2：ムーブメントマテリアル 

7. ムーブメントリサーチ／コンポジションワークショップ3：コンポジション 

5. 実技プレゼンテーション（5分＋10分のフィードバック）：グループ１ 

6. 実技プレゼンテーション：グループ２ 

7. 作品構想プレゼンテーション（衣装・美術・音楽など含む）：グループ１ 

8. 作品構想プレゼンテーション（衣装・美術・音楽など含む）：グループ２ 

9. 経過発表＋フィードバック：グループ１ 

10. 経過発表＋フィードバック：グループ２ 

11. 最終プレゼンテーション＋フィードバック 

12. 総評、ディスカッション 



 

事前･事後 
学習 

各自どのような作品を制作したいのかを事前に考えておくこと。授業の中でその

アイデアをさらに磨き上げていくが、核になるアイデアはそれぞれが時間をかけ

て見つけておく必要がある。衣装や美術、音楽などもふくめ、興味を持ったイメ

ージなどを写真・動画・文章として日頃から収集しておくこと。 

受講期間中は各自で作品制作を行うため授業時間外の作業が多くなる。（事前・事

後学習として週に 6時間程度）また、Powerpoint などのプレゼンテーション用ソ

フトや資料作成に関しては、授業内では指導しないので、各自で事前に習得して

おくこと。 

テキスト 授業内で指示する。 

参考文献 

千葉雅也, 2018,『メイキング・オブ・勉強の哲学』文藝春秋 

Burrows, Jonathan. 2010, Choreographer’s Handbook, Routledge. 

木村覚, 2009,『未来のダンスを開発する』メディア総合研究所 

早稲田大学演劇博物館, 2015, 『Who dance? 振付のアクチュアリティ』早稲田大

学坪内博士記念演劇博物館 など、適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

各プレゼンテーションの準備度（30%）授業へのコミットメント(30%) 最終プレゼ

ンテーションにおける評価 (40%) 

履修上の注意

履修要件 

本実習はダンス、振付、芸術などに関してある程度の知識があることを前提とし

ている。特に「ダンスワークショップ実習Ｂ」を事前に受講していることが望ま

しい。個別に作品制作を行うため、授業時間外の学習・作業が必要となる。 

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 舞台芸術実習Ｄ 

担当教員 

木田真理子 杉山 至     
尾西 教彰  児玉 北斗    
石井 路子   山内 健司 
近藤のぞみ  飛田 勘文 
河村 竜也  田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

この授業では、３年次までに履修した理論の講義やコミュニケーション系の演
習、各種ワークショップ演習の学びをふまえた上で、それらの知識や経験を実
際のダンスクリエーションの現場で応用ないし検証できる力を培う。振付家の
指示や既存の振付作品から動きを立ち上げ、それらの動きを再構成すること
で、新たなダンスシーンをつくり、プレゼンテーションする。 

到達目標 

1.舞台芸術基礎実習の到達目標を礎にして、他の環境でもそれを応用すること
ができる。 
2.海外の振付家や、日本で海外の舞踊に関わる人や事例について、具体的に述
べることができる。 
3.振付家に限らず、プロデューサー、舞台監督、制作スタッフなどと円滑にコ
ミュニケーションを取ることができる。 

授業計画 

担当教員がこれまでダンサーとして関わった欧米やアジアの振付家作品、およ

びクリエーション方法やタスク（作業指示）を参考にしながら、授業を進める。

実習で扱う振付作品は３作品程度とし、作品１（授業０２〜０４）/作品２（０

５〜０７）/作品３（０８〜１０）というように進めていく。授業１１、およ

び１２は、クラス全員で行う共同作業になる。（１２日） 

 

０１：イントロダクション（授業内容・目的・スケジュール・成績評価方法な

どについて説明）の後、教員がダンサーとして関わった振付作品、および

振付家を紹介する。 

０２： 初回の授業で紹介した振付作品から一つ作品を取り上げ、その作品内

のタスクを実際にやってみる。（シンプルなタスク） 

０３： 前回の授業で取り上げた振付作品から、別のタスクを選び、動きをつ

くる。 

０４：授業０２、０３で取り上げた振付作品のタスクを組み合わせる。 

０５： 初回の授業で紹介した振付作品から一つ作品を取り上げ、その作品内

のタスクを実際にやってみる。 

０６： 前回の授業で取り上げた振付作品から、別のタスクを選び、動きをつ

くる。 

０７： 授業０５、０６で取り上げた振付作品のタスクを組み合わせる。 

０８： 初回の授業で紹介した振付作品から一つ作品を取り上げ、その作品内

のタスクを実際にやってみる。（難易度の少し高いタスク） 

０９： 前回の授業で取り上げた振付作品から、別のタスクを選び、動きをつ

くる。 



 

１０： 授業０８、０９で取り上げた振付作品のタスクを組み合わせる。 

１１： 授業０２〜１０のタスクを混ぜ合わせ、全体の構成を考える。 

１２： プレゼンテーション 

事前･事後 

学習 

毎回の授業内容について、理解を確かなものにするため、「復習」を必ずする

こと。  

テキスト 特に指定なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 

の 基 準 

平常点：６０％（授業内での姿勢・提案・協働、その過程での掘り下げを評価

する） 

発表点：４０％（プレゼンテーション；20%, レポート；20%） 

履修上の注

意履修要件 
 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をする

ことから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 劇場プロデュース実習１ 

担当教員 

尾西 教彰 
藤野 一夫 
近藤 のぞみ 
井原 麗奈 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

この科目では、舞台設備のある文化施設で実際に働き、現場の経験を積むこ
とにより、劇場運営に関わる基礎的な職業能力の修得を目的としている。 
文化施設での仕事は多岐にわたり、機構・設備の維持管理、自主事業の企画

制作、利用者（地域のアマチュアから全国規模のプロアーティストまで）への
対応、公演当日の会場表方、舞台の安全を担保する裏方など、様々な能力・技
術が求められ、各専門家が関わっている。 
劇場現場での実務体験を通じて、劇場の仕組みを理解し、企画制作、広報・

宣伝、地域との関わりなど、劇場・音楽堂等のソフト運営における基礎となる
要素を体得し、地域における劇場の役割について理解を深める。 

到達目標 

①劇場の初歩的な業務を実際に行うことができる。 
②劇場組織、機構・設備、業務の基本について理解し、説明できる。 
③来場者や舞台関係者と、前向きなコミュニケーションができる。 
④劇場の地域における役割について実例を挙げて説明できる。 

授業計画 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会が管理運営する兵庫県立尼崎青少年創造

劇場（ピッコロシアター）など、舞台設備のある文化施設で約２週間の臨地実

務実習を行う。 

実習前の事前学習として、実習施設を調査し、実習計画書を作成、実習計画

書を基に専任教員と学生が面談を行う。 

実習中は、実習指導者のもと、実際の劇場制作業務に従事し、専門スタッフ

によるレクチャーを受けることによって、劇場にとってのミッションを理解

し、劇場運営の基本を習得する。 

中間時点及び最終日には、学生による報告会を実施するほか、最終日には劇

場施設長等との意見交換会を実施する。 

事後学習として、学生は実習成果報告書を作成、報告会で発表を行い、劇場

制作業務の実践への理解を深めるように、専任教員による助言・指導を行う。 

事前･事後 
学習 

参加する学生は必ず事前研修を受け、事後に実習成果の報告書を作成し、終了

報告会において発表を行うこと。 
テキスト 特になし。 
参考文献 適宜指示する。 
成績評価 
の 基 準  

実習の態度（60％）、日誌・レポート（10％）、実習報告（30％） 

履修上の注意

履修要件 

全日程に出席できることを参加条件とする。 
1 日の実働時間は 8 時間（休憩 1 時間を含む）を基本とする。 
劇場現場の性格上、業務の必要に応じて変則時間となる場合がある。 
※具体的なスケジュールは、劇場担当スタッフと相談の上、後日確定する。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 劇場プロデュース実習 2 

担当教員 

近藤 のぞみ 
藤野 一夫 
尾西 教彰 
井原 麗奈 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

劇場現場での実務を通じて、芸術・文化に対する理解を深めるとともに、企
画制作、広報・宣伝、地域との関わりなど、劇場・音楽堂等のソフト運営にお
ける基礎となる要素を体得し、劇場運営に関わる職業能力を修得する。 
劇場プロデュース実習１の続編となり、劇場現場における仕事をこなすだけ

でなく、社会において劇場が存在する意味を考えながら、劇場ができることを
企画し提案できる視点を養う。 

到達目標 

①劇場の業務を実際に行うことができる 
②その劇場を使う際のお客様との基本的な打ち合わせ内容を理解し、実施する

ことができる 
③劇場のプログラムや役割を理解し、劇場関係者や来場者と適切なコミュニケ

ーションをとることができる 
④その劇場と地域との関係を観察し、企画を立てることができる 

授業計画 

舞台設備のある文化施設で、約 2週間の臨地実務実習を行う。 

実習前の事前学習として、実習施設を調査し、実習計画書を作成、実習計画

書を基に専任教員と学生が面談を行う。 

実習中は、実習指導者のもと、実際の劇場制作業務に従事し、専門スタッフ

によるレクチャーを受けることによって、劇場にとってのミッションを理解

し、劇場運営の基本を習得する。 

中間時点及び最終日には、学生による報告会を実施するほか、最終日には劇

場施設長等との意見交換会を実施する。 

事後学習として、学生は実習成果報告書を作成し、報告会で発表を行い、劇

場制作業務の実践への理解を深めるように、専任教員による助言・指導を行う。 

事前･事後 
学習 

参加する学生は必ず事前研修を受け、事後に実習成果の報告書を作成し、終了

報告会において発表を行うこと。 

テキスト 特になし。 

参考文献 適宜指示する。 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度（60％）、日誌・レポート（10％）、実習報告（30％） 

履修上の注意

履修要件 

全日程に出席できることを参加条件とする。 
1 日の実働時間は 8 時間（休憩 1 時間を含む）を基本とする。 
劇場現場の性格上、業務の必要に応じて変則時間となる場合がある。 
※具体的なスケジュールは、劇場担当スタッフと相談の上、後日確定する。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 文化政策実習 

担当教員 

古賀 弥生 
李  知映 
小林 瑠音 
近藤 のぞみ 
井原 麗奈 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

豊岡市を中心とする但馬地域の自治体における文化政策の現状を分析し、新た

な文化振興策の提案を行う。提案にあたっては、当該自治体の文化事業への参

画、住民を対象とした調査、他都市の文化政策の事例調査等を行った上で、具

体的な予算要求資料案を作成する。 

到達目標 

・文化振興策の企画立案の基礎となる現状調査、住民調査、先進事例調査等を
実施し報告書にまとめることができる。 
・自治体文化政策の方針に沿った事業の企画案、予算案を作成できるようにな
る。 

授業計画 

１．イントロダクション及び現状調査 

当該自治体の方針、現行事業等について、担当者から情報を収集し文化 

振興策の現状と課題をまとめる。 

２．住民調査①  

   当該自治体の住民を対象とした、文化振興策に対する意識調査等の準備 

を行う。 

３．住民調査②  

住民を対象としたアンケート調査、インタビュー調査等を実施する。 

４．住民調査③及び他都市事例調査 

住民調査の結果を分析し、想定される提案の先例となる事業等を行う都 

市について情報収集を行う。 

５．提案① 

現状調査、住民調査等を基礎として、新たな文化振興策の提案を企画書 

にまとめる。 

６．プレゼンテーション準備  

   提案①について当該自治体担当者にプレゼンテーションを行う準備を 

する。 

７．プレゼンテーション 

   提案①のプレゼンテーションを行い、担当者の講評をいただく。 

８．提案② 

   担当者の講評をもとに提案を実現可能性の高いものに修正し、予算書を 

作成する。 

９．予算要求資料の作成 

   作成した提案②の企画書・予算書から当該自治体の次年度予算要求資料 

案を作成する。 

10．総括 

   授業全体を振り返り、残された課題の整理を行う。 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワード、活動の現場で見聞きした言葉につ

い文献等で学習すること。 
・毎回の授業で学んだ内容に関する小レポートを作成し、提出すること。 



 

テキスト なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

小レポート（40％）、企画書・予算書の内容（30％）プレゼンテーション（30％）

により評価する 

履修上の注意

履修要件 1 年次開講の文化政策概論を前もって履修していること 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 総合芸術文化実習 

担当教員 
尾西 教彰 
近藤 のぞみ 

必修の区分 選択 

単位数 ４単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ４年第２クォーター 

講義内容 

この科目では、「劇場プロデュース実習 2」に参加した学生のうち、本格的
に劇場で働くことを希望する者に対して、将来の志望や適性等を考慮したうえ
で劇場とマッチングを行う。少数名（１劇場１～2名）が長期間（約 4週間）
にわたって実習を行うことで、劇場運営に関わる専門的、実践的な職業能力の
修得を目的としている。 
芸術および地域マネジメントの観点から、劇場内外の業務をスタッフととも

に行い、新たなソフト事業、設備・機材といったハード活用の具体的な企画提
案や運営、舞台技術や接遇等の専門的な研修も経験することで、劇場運営に係
る専門的な知識と技術を体得する。また、将来、多文化・多民族による共生社
会の到来が予想される中、社会包摂など時代の要請に応えるビジョンを描き、
地域の発展を促すような企画、その実施方法を考える実践的な力を養う。 

到達目標 

①劇場のミッションや公共性について、地域特性や社会変化を踏まえて説明で

きる。 
②公演制作業務だけでなく、普段行われている劇場管理業務（安全管理、保守
点検、経理、委託契約など）についても説明できる。 

③課題や新たなニーズ等を発見する目的で、劇場内部だけでなく外部の関係者

（プレイガイド、記者等）や地域住民とも、積極的にコミュニケーションす

ることができる。 
④劇場芸術によって地域の魅力が再発見され、新たな価値が創出されるような
企画を提案できる。 

⑤劇場内外の状況を総合的に判断し、安全で最適な会場運営に向けて工夫・準
備し、行動することができる。 

授業計画 

兵庫県立芸術文化センター（兵庫県西宮市）、兵庫県立尼崎青少年創造劇場
（兵庫県尼崎市）、豊岡市立城崎国際アートセンター（兵庫県豊岡市）、こまば
アゴラ劇場（東京都目黒区）のいずれかで、約 4週間の臨地実務実習を行う。 
実習前の事前学習として、実習施設を調査し、実習計画書を作成、実習計画

書を基に専任教員と学生が面談を行う。 
実習中は、実習指導者のもと、実際の劇場制作業務、舞台技術研修等に従事

し、専門スタッフによる外部活動（顧客営業、マスコミ取材依頼など）にも触
れることにより、劇場業務と地域との関りについてより実践的に学ぶ。 
中間時点及び最終日には、学生による報告会を実施するほか、最終日には劇

場施設長等との意見交換会を実施する。 
事後学習として、学生は実習成果報告書を作成、報告会で発表を行い、劇場

制作業務の実践への理解を深めるように、専任教員による助言・指導を行う。 
研修期間を通じて、劇場に関わる俳優、舞台技術者、プロデューサーなどに

もインタビューを行うことで、劇場をめぐる舞台芸術の創造環境を俯瞰的にと
らえるとともに、大学卒業後の具体的な進路イメージを得る。 
※実習先については、学生と専任教員との事前協議により、将来の志望や適

性等を考慮したうえで、適切な施設を選択する。 



 

事前･事後 
学習 

参加する学生は必ず事前研修を受け、事後に実習成果の報告書を作成し、終了

報告会において発表を行うこと。 

テキスト 特になし。 

参考文献 適宜指示する。 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度（60％）、日誌・レポート（10％）、実習報告（30％） 

履修上の注意

履修要件 

全日程に出席できることを参加条件とする。 
1 日の実働時間は 8 時間（休憩 1 時間を含む）を基本とする。 
劇場現場の性格上、業務の必要に応じて変則時間となる場合がある。 
※具体的なスケジュールは、劇場担当スタッフと相談の上、後日確定する。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 身体コミュニケーション実習 

担当教員 
木田 真理子 
児玉 北斗 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第１・３クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、ダンスや歌などを通じて身体的なコミュニケーションや表
現の可能性を知ることにある。内容は主に、歌や踊りが起こりやすい空間や人
との間合いなどを探りながら、身体感覚に基づくコミュニケーション（交感や
共感）のあり方を学ぶものとなる。 

到達目標 

１.それぞれの発表までの過程において、メンバー間で、身体の感覚に基づく
コミュニケーションを／も取ることができるようになる。 
２.それぞれの発表において、身体表現の魅力を、観客に届かせることができ
るようになる。 
３.それぞれの発表の後に、自身の体験や他者の表現について感じたこと、思
ったことを人に言葉で伝えることができる 

授業計画 

初回にオリエンテーションを行い、その時に受講者の関心や要望を聞く。 

大きくは次のような課題を用意している。 

01：身体的なコミュニケーションや表現について【木田、児玉】 

02：コミュニケーション／イミテーション【木田、児玉】 

03：イミテーション／インプロヴィゼーション【木田、児玉】 

04：インプロヴィゼーション／コンポジション【木田、児玉】 

05：コンポジション／フレージング／レペテーション【木田、児玉】  

06：レペテーション／アレンジメント【木田、児玉】  

07：リハーサル／フィードバック（意見交換）【木田、児玉】 

08：プレゼンテーション／フィードバック（講評を含む）【木田、児玉】 

09：身体の濃やかなコミュニケーションや表現に向けて【木田】 

10：身体的なコミュニケーションや表現を深める A（記憶／時間）【木田】 

11：身体的なコミュニケーションや表現を深める B（物体／空間）【木田】 

12：身体的なコミュニケーションや表現を深める C（感覚／感情）【木田】 

13：身体表現における聴覚（聞こえる／聞く／聞かれる）【木田】 

14：身体表現における視覚（見える／見る／見られる）【木田】 

15：発表に向けて（グループワーク）【木田】 

16：発表と講評（意見交換を含む）【木田】 

17：コミュニケーション／パフォーマンス／ダンス（動きとダンスと意味伝達）

【児玉】 

18：ソマティックス（体の内的な感覚と動きとの関係）【児玉】 

19：フロアワーク（床との積極的な接触、床を活用した動き）【児玉】 

20：コンタクト・ムーブメント（人に体を預ける、重さの移行、人と共にあることで



 

自然と生じる動き）【児玉】 

21： ライブ・コンポジション （環境から誘発される動き、動きを即興的に構成する

こと）【児玉】 

22：ミニ・クリエーション A（グループでテーマを決めて動きをつくる）【児玉】 

23：ミニ・クリエーション B（できた動きを調える、組み立てる）【児玉】 

24：ミニ・クリエーション C（人の作品を見、また自分たちの作品を見てもらい、講

師を含むみなで意見交換しながら考えや見方を共有する）【児玉】 

事前･事後 
学習 

木田：自分の嗜好や振る舞いが何から影響を受けているかを反省し、記述して

みる（事前・事後学習として週 4時間程度）。 

児玉：ふだんの生活の中で「ダンス的なコミュニケーション」を感じるときの

ことを、記録してみる（事前・事後学習として週 4時間程度）。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 
富田大介編『身体感覚の旅』（大阪大学出版会、2017 年）ほか、適宜紹介す

る 

成績評価 
の 基 準  

平常点 60%：毎回の授業中の様子をもとに到達目標の１から判定する 

発表点 40%：発表とレポートの充実度をもとに到達目標の２と３から判定する

（発表；20%, レポート；20%） 

＊主として平常点はコミュニケーション、発表点は表現についての評価になる 

履修上の注意

履修要件 
この授業では複数人でワークすることが多くなりもするので、遅刻には気を付

けること  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄 
この授業は木田と児玉の教員２名によるオムニバスタイプのものになる（前半

8回が木田、児玉、中盤 8回が木田、後半 8回が児玉） 



授業科目名 演劇ワークショップ実習Ａ 

担当教員 
山内 健司 
田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、1.俳優の仕事を通じて他者と関わる力を養うこと、2.戯曲
のなかの役の人物という他者を自身の身体で実現していくこと、3.相手役と考
えを伝えあい一緒に実現してくこと。短期間で集中して（夏季集中講義）、俳
優が戯曲を手にしてから舞台に立つまでの、俳優の仕事のプロセスを知る。短
めの戯曲に集中して向き合い、繰り返し上演するトレーニングである「シーン
スタディ」を行う。自分の力で戯曲に分け入り、自発的に相手役とコミュニケ
ーションをとって、自分たちの力で演技をつくることを実践。実際に創作の現
場に臨むにあたっての土台作りを目指す。 

到達目標 1.戯曲のなかの役の人物という他者を演じることができる。 
2.相手役とコミュニケーションをとり、シーンをつくることができる。 

授業計画 

台本を受け取ってから、演技を組み立てる、その具体的なプロセスについて学

びます。ダイヤローグのテキストを使用。 

8 日間の集中講義（1 日 6時間）で実施する。 

 

1.「問いを立てる」課題 1「『！』と『？』」：個人的に戯曲に分け入る 課題 2 

 「〜って、どういうこと？」：戯曲について自分にわからないことを探し、

リサーチ 

2.「台詞とむきあう」1 課題 1「遠い言葉、近い言葉、世代・方言・外国語」：

ほとんどの言葉は自分の言葉ではない 課題 2「言葉の意味」：体験からの

想像・想像からのジャンプ 

3.「台詞とむきあう」2 課題 1「反応」：目の前の相手の人と遊ぶ 課題 2「行

為」：出来事にする 

4.シーンスタディ稽古と発表 1 巡目：「相手役との対話」 

5.シーンスタディ稽古と発表 1 巡目：「自分で課題設定、自分で振り返る」 

6.シーンスタディ稽古と発表 1 巡目：発表と講評 1 

7.シーンスタディ稽古と発表 2 巡目：「自分でつくれるようになる」 

8.シーンスタディ稽古と発表 2 巡目：発表と講評 2 

事前･事後 
学習 

・事前学習として、課題についての個人的な準備（リサーチ、セリフ入れ、演

技の課題設定）を十分に行なって授業に臨むこと。 
・あわせて、相手役との練習を十分に行なって発表に臨むこと。 

テキスト ・使用する戯曲は授業内で配布する。 

参考文献 ・各回の授業において参考資料を配付する。 
・授業内で参考文献等を適宜紹介する。 



 

成績評価 
の 基 準  

・授業内での取り組み・発言（50%） 
・発表における取り組み・発言（50%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 演劇ワークショップ実習Ｂ 

担当教員 
石井 路子 
田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第４クォーター 

講義内容 

冬季集中講義として短期間で集中して、演出家やドラマティーチャーの

仕事について学ぶために、ワークショップ形式での実習を行う。 
コミュニケーションに必要な情報共有の力や合意形成の力、さらに身体

に表れる非言語を読み解く力、またクリエーションに必要なポジティブな

思考や協働のスキルを学ぶ。「演出家」や「ドラマティーチャー」といっ

た他者とのコミュニケーションが不可欠な仕事について、上述したスキル

を駆使しながら役割を遂行する術について学ぶ。 

到達目標 
1.演出家やドラマティーチャーに必要な諸能力を示すことができる。 
2.演出家やドラマティーチャーを活かした仕事の企画を立案できる。 

授業計画 

 ８日間の集中講義（1日 6時間）で実施する。 

１ 身体感覚と表現との関係について知るために、心と身体のつながりについ

てのワークを体験する。 

２ 身体とパーソナリティの関係に気づくためのワークを体験する。 

３ 協働する際に必要なスキル、無駄を省いたシンプルな行動や非言語による

コミュニケーションについて考えるワークを体験する。 

４ 協働する際に必要なスキル、非言語コミュニケーションをさらに発展さ

せ、言語を介さずに意思を読み解き、自らも発信するワークを体験する。 

５ ドラマティーチャーとして必要なファシリテーションのスキルについて

知るためのワークを体験する。 

６ 講座の最初の 30 分で小作品をグループ創作し、発表。それを土台として

演出的にどのような改善が考えられるか、実践的に学ぶ。 

７ 前時で学んだ演出テクニックを駆使しながら、講座の最初の 30 分で小作

品をグループ創作し発表。相互批評の上、改善し再度発表する。 

８ 演出する際に必要なコンテクストのすり合わせについて考えるためのワ

ークを体験する。 

事前･事後 
学習 

・毎回授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し、提出すること。 
・授業開講前に『ことばが劈かれるとき』（竹内敏晴著）を読んだ上で授業に

臨む。 
・第８時に関しては、『演劇入門』（平田オリザ著）の第 4 章―１を事前に読

み、疑問点を明らかにした上で授業に臨む。 

テキスト ・特に指定しない。 

参考文献 「ことばが劈かれるとき」竹内敏晴著 ちくま文庫 1988 年  
「演劇入門」平田オリザ著 講談社現代新書 1998 年 



 

成績評価 
の 基 準  

・演出家・ドラマティーチャーに必要な人間洞察、表現しようとする過程への

視座、表現への導きを可能にするポジティブストロークを理解し、実践しよう

とするマインドが形成されているか。 
・実技試験（50％）、レポート（50％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 演劇ワークショップ実習Ｃ 

担当教員 
山内 健司 
田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、短期間で集中して（夏季集中講義）「豊岡についての作品
を、豊岡でつくり、豊岡で上演する」こと。しゃべり言葉を調べるフィールド
ワークを行い、「豊岡ノート」という作品をつくる。戯曲のセリフが書かれた
話し言葉であるのに対し、私たちがしゃべっている本物の話し言葉の複雑さ豊
かさとむきあい、言葉が生成されることの不思議さに触れ、言葉を生成する演
技という行為の本質とむきあう。豊岡の街に出て、気になる人にインタビュー
を試み、「今」のリアルな一期一会の会話を採集。採集したテキストを、詳細
に分析し、それをもとに作品「豊岡ノート」を製作、上演する。演技という窓
から、他者を訪れる試み。 

到達目標 

1.私たちがしゃべっている言葉そのものの複雑さ豊かさについて述べること
ができる。 
2.街で出会うしゃべり言葉に分け入り、他者を演じることができる。 
3.豊岡についての作品を、豊岡でつくり、豊岡で上演することができる。 

授業計画 

8 日間の集中講義（1 日 6時間）で実施する。 

1. 自分のしゃべり言葉を調べる 相手のしゃべり言葉を調べる 

2. フィールドワーク準備：豊岡の街をみんなで歩く・インタビュー練習 

3. フィールドワーク実践 

4. 採集テキストの発表〜演技として作品化 1：戯曲として取り扱う 

5. 創作パート企画〜演技として作品化 2：出来事を起こす 

6. 試作発表 

7. ブラッシュアップ 

8. 「豊岡ノート」：発表と振り返り 

事前･事後 
学習 

・発表にむけての個人的な準備（リサーチ、セリフ入れ、演技の課題設定）を

十分に行なって授業に臨むこと。 
・あわせて、相手役との練習を十分に行なって発表に臨むこと。 

テキスト なし 

参考文献 ・各回の授業において参考資料を配付する。 
・授業内で参考文献等を適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・授業内での取り組み・発言（50%） 
・発表における取り組み・発言（50%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



 

授業科目名 演劇ワークショップ実習Ｄ 

担当教員 
平田 知之 

田上 豊 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

短期間で集中して（冬季集中講義）、演劇ワークショップファシリテータ

ー、教育演劇コーディネーターの仕事、ならびにそれらを巡る仕事に焦点を

あてて、ワークショップの実践や準備、振り返り、コーディネートのプロセ

スを、実際に体験して省察し、将来実践家として活躍するための、基本的な

考え方や、技術、基盤となる理論の獲得を目指す。 

到達目標 

・演劇ワークショップのファシリテーターやコーディネーターの仕事の意義

や、実務内容を理解できるようになる 

・演劇ワークショップの現場に、リーダーまたは補助者として参画できるよ

うになる 

・コーディネーターとして、クライアントの願いに沿ったワークショップを

企画し、芸術家と現場をつなぎ、当日運営やフィードバックができるように

なる 

授業計画 

８日間の集中講義（１日６時間）で実施する。 

第 1 回 ・オリエンテーション ・演劇ワークショップのプロセス 

 ・企画、打合せ、実施、検討会 ・導入、展開、振り返り  

第 2 回 ・演劇ワークショップを支援する、実演家団体の取組 

・公共劇場、ＮＰＯ法人、中間支援団体の意義と役割 

第 3 回 ・ファシリテーター実習（１）導入とアイスブレイク 

第 4 回 ・ファシリテーター実習（２）評価と振り返りのポイント 

第 5 回 ・ファシリテーター実習（３）困難を抱える参加者の支援 

第 6 回 ・プログラム作成実習（１）クライアントの意向や趣旨の活かし方 

第７回 ・プログラム作成実習（２）採用される企画書の書き方 

第８回 ・ワークショップと安全（実演家や参加者の心の安全、権利侵害） 

 ・ファシリテーターやコーディネーターとして成長するために 

事前･事後 

学習 

事前 ・実習で紹介する参考文献を次回までに読んでおくこと 

事後 ・実習終了時に出す課題について小レポートを作成することｈ 

テキスト 
『ワークショップデザイン論』（山内祐平他、2013 慶應義塾大学出版会） 

上記以外に、各回の授業において資料を配付する 

参考文献 

『演劇ワークショップのつくり方』（吉野さつき他,2005,こまばアゴラ劇

場） 

『SPT educational 1～6』(世田谷パブリックシアター学芸,2007～2012,世

田谷文化財団) 

『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成』（森玲奈,2015,ひ

つじ書房） 

成績評価 

の基準 

平常点（ディスカッションや協同作業への参加）60% レポート 40％ 

ファシリテーター・コーディネーターとしての基本的知識技能、協同的

参加態度、ワークショップの諸局面の実践を支える理論が身についてい

るか。 



履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄       

 



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ａ 

担当教員 木田 真理子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、ダンサーとしてダンス作品のクリエーションに関わる上で
必要な想像力ないし技術を培うものである。振付家や演出家からの指示に従う
だけでなく、ダンサーとしてその指示の意味を理解・解釈し、考えを発展させ
る。短期間で集中して（夏季集中講義になる）、ダンサーの仕事ならびにダン
スを巡る仕事に焦点をあてたワークショップを行う。 

到達目標 

1.様々な動きからダンスを生み出すことができる。  
2.ダンサーに必要な諸能力を示すことができる。 
3.振付家や演出家と共同してアイデアを発展させることができる。 
4.ダンサーやダンス経験者を活かした仕事の企画を立案できる。 

授業計画 

授業は次の内容をもとに進める。８日間の集中講義（１日６時間）で実施。 

 

１：イントロダクション 

授業内容・目的・スケジュール・成績評価方法などについて説明。ウォームア

ップ後、任意の映像から日常の動きを取り出しトレースする練習を行う。 

（扱う映像はダンス映像に限定しない。映画、テレビ番組、ネット映像、アニ

メでも良い） 

 

２：映像から踊りを立ち上げる１（日常の動き） 

任意の映像から日常の動きを取り出しトレースする。 

動きのクオリティーを映像の動きに近づける。 

受講者同士で動きを見せ合い相手の動きを記述する。 

記述した内容を伝える。 

伝える前と後で動きのクオリティーや感覚がどのように変化したのかを話し

合う。 

 

３：映像から踊りを立ち上げる２（日常の動き） 

前回の授業の映像と、映像の動きをトレースすることで生み出された受講者の

動きを比較して、日常の動きがダンスになることについて話し合う。 

また、トレースされた動きを自由に組み変えることに挑戦する。 

 

４：映像から踊りを立ち上げる３（ダンスの動き） 

ダンス映像から動きを取り出しトレースする。 

動きのクオリティーを映像の動きに近づける。 

受講者同士で動きを見せ合い相手の動きを記述する。 

記述した内容を伝える。 

伝える前と後で動きのクオリティーや感覚がどのように変化したのかを話し

合う。 



 

 

５：映像から踊りを立ち上げる４（ダンスの動き） 

前回の授業の映像と、映像の動きをトレースすることで生み出された受講者の

動きを比較して話し合う。 

トレースされた動きを意図的に変化させ、新たな動きをつくる。 

 

６：映像から踊りを立ち上げる５（複雑な動き） 

ダンス映像から複雑な動きを取り出しトレースする。 

動きのクオリティーを映像の動きに近づける。 

受講者同士で動きを見せ合い相手の動きを記述する。 

記述した内容を伝える。 

伝える前と後で動きのクオリティーや感覚がどのように変化したのかを話し

合う。 

 

７：映像から踊りを立ち上げる６（複雑な動き） 

前回の授業の映像と、映像の動きをトレースすることで生み出された受講者の

動きを比較して、映像の踊りとライブで見る踊りの違い話し合う。 

トレースされた動きを意図的に変化させ、新たな動きをつくる。 

 

８：まとめ  

１〜７でうまれた動きを体で振り返る。 

動きをトレースするとき、なにがトレースされているのかを話し合う。 

また映像の動きをトレースすることと、ライブで動きをとらえトレースするこ

との違いについても話し合う。 

 

事前･事後 
学習 

劇場、テレビ、インターネットなどあらゆるメディアを駆使して普段からダン

スに触れる時間を確保しておくこと。 

テキスト 特に指定なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

平常点：７０％（授業内での姿勢・提案・協働、その過程での掘り下げを評価

する） 
レポート３０％（各授業のフィードバックペーパー、実習終了後のレポートを

評価する） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ｂ 

担当教員 児玉 北斗 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 １年第４クォーター 

講義内容 

冬期集中講義として「振付」という角度から、ダンス関連の文献講読、振付／

ムーブメントワークショップ、ディスカッション、ライティングなどを通じて

協働におけるコミュニケーションの能力、クリエーションにおける倫理観や方

法論、大胆さを培う。「振付」という概念を問い直し、現代における振付家の

仕事を、様々な例の実践・鑑賞を通して議論・検討することで、ダンスと身体

に関する言説に対する理解を深める。 

到達目標 

まず、⑴ 振付家に必要とされる実践諸能力を基礎付ける。そしてそれにとど

まらず、⑵ 振付という実践をラディカルに捉え、世界的なダンスの文脈に対

応できる思考能力を言語的に示すことが出来るようになる。特に、⑶ 空間・

時間・身体・言語の関係性において「振付」という視点を創作活動にとどまら

ず社会的に適用する思考ができるようになる。 また、⑷ 振付とダンスの言説

を理解することで、振付家を活かした仕事の企画を国際的水準で立案できるよ

うになる。  

授業計画 

初日のイントロダクションでは、振付という概念を再考し、その理解を深める。

現代の国内外様々な振付家の仕事を紹介し、ダンス関連の文献を講読すること

で、ダンスをめぐる様々な言説と触れる。短時間で身体表現の創作・発表を行

い創作に慣れるワークショップを実践する。タスク／スコア／コンポジション

／スタイルといった概念を実践的に理解し、様々なムーブメントの生成方法を

体験する。 

８日間のワークショップは主に以下の要素を参加者の方向性に合わせて構成

する。集中講義（１日６時間）で実施する。 

 

1. 文献講読：「近代、アイデンティティ・ポリティクス、国家、民族」 

2. 第１回の内容を踏まえたムーブメント・ワークショップ 

3. 文献講読：「ジェンダー、パフォーマンス、演出」 

4. 第 3 回の内容を踏まえたムーブメント・ワークショップ 

5. 文献講読：「老い、障害、子供、ダンサーという主体」 

6. 第 5 回の内容を踏まえたムーブメント・ワークショップ 

7. コンセプト化のためのワークショップを実施し、作品作りのコンセプトを

アウトライン化、マッピングする。また、それを通してアーティストステ

ートメントを執筆し、同様の文脈にあるアーティスト達へ意識を向ける。 

8. 受講者による 5分ほどの小作品の発表・講評 

 

最終日に授業内で小レポートの作成を実施する。 



 

事前･事後 
学習 

インターネット上の動画サイトなどで、英語によるキーワード検索も駆使して

ダンス関連の映像を色々と見ること。その際、表現の背後にある文化的・経済

的な枠組みなどにも意識を向け、その表現がどんな対象にどう働きかけるの

か、分析的な視点で鑑賞すること。最終日に小作品の発表・講評を行うので、

各自、授業時間内外で準備する必要がある。 

テキスト 授業内で資料配布する。 

参考文献 

伊藤亜紗, 2015,『目の見えない人は世界をどう見ているのか』光文社新書 

磯部涼ほか, 2012,『踊ってはいけない国、日本』河出書房 

加藤秀一, 2017,『はじめてのジェンダー論』有斐閣 

木村覚, 2009,『未来のダンスを開発する』メディア総合研究所 

千葉雅也, 2017『勉強の哲学』文藝春秋 

千葉雅也, 2018『メイキング・オブ・勉強の哲学』文藝春秋 

中島奈那子, 外山紀久子ほか, 2019『老いと舞踊』勁草書房 

三浦雅士, 1994,『身体の零度』講談社 

早稲田大学演劇博物館, 2015, 『Who dance? 振付のアクチュアリティ』早稲

田大学坪内博士記念演劇博物館 など、適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  ワークショップ内での発言・コミットメント（50%）小レポート（50％） 

履修上の注

意履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ｃ 

担当教員 木田 真理子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

この授業の目的は、ダンスを教える際に必要な創造力ないし技術を培うもので
ある。自らの身体感覚を言語化し、他者との身体感覚の違いを認めることで、
ダンスを様々な方法で共有する。短期間で集中して（夏季集中講義になる）、
ダンスティーチャーの仕事ならびにダンス教育を巡る仕事に焦点をあてたワ
ークショップを行う。 

到達目標 

1.ダンスワークショップの内容をつくることができる。 
2.身体感覚を言語化することができる 
3.インストラクションを明確に示すことができる。 
4.ダンスティーチャーやダンス教育の経験を活かした仕事の企画を立案でき
る。 

授業計画 

授業は次の内容をもとに進める。８日間の集中講義（１日６時間）で実施する。 

 

１：イントロダクション 

授業内容・目的・スケジュール・成績評価方法などについて説明。 

ウォームアップになる動きを見つける。また、いくつかの動きを組み合わせる。 

なぜその動きがウォームアップになるのか、そこからどのような身体感覚が得

られるのか考える。 

 

２：動きのクオリティーを変化させる 

一人でできるワークと共同ワークを考える。自らの身体で試したあと、一人の

ワークから得られる感覚と、共同ワークから得られる感覚はどのように異なる

かを話し合う。 

 

３：モノを介したワークショップ１を考え実践する。 

一人でできるワークと共同ワークを提案する。自らの身体で試したあと、一人

のワークから得られる感覚と、共同ワークから得られる感覚はどのように異な

るかを話し合う。 

 

４：モノを介したワークショップ２を考え実践する。 

モノを介すことで、関係性を拡張させる。 

 

５：授業１〜４の振り返り後、ワークショップ発表の準備、全体の段取りを決

める（ワークショップをデザインする）。 

 

６：受講生がワークショップ内容を考え、ワークショップを行う。 

（個人、またはグループ １時間程度のワークショップ） 

 



 

 

７：前回の授業で各自行なったワークショップについて口頭発表。 

（個人、またはグループ ３０分〜４５分程度の発表） 

 

８：授業７で行ったプレゼンテーションの内容をどういった場で活かせるの

か、グループで話し合い、レポートする 

事前･事後 
学習 

日常のなかで行う動き（楽な動き、辛い動き、心地よい動き、繰り返し行う動

きなど）に注意をはらい、記述してみる。 

テキスト 特に指定なし 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

平常点：60% （授業内での姿勢・提案・協働、その過程での掘り下げを評価す

る） 

発表点：40%（プレゼンテーション；20%, レポート；20%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 ダンスワークショップ実習Ｄ 

担当教員 富田 大介 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

 
この授業の目的は、ダンスコーディネーターや（実践的な）ダンス研究者に必
要な諸能力を認識し、その幾分かでも会得することにある。授業の内容と形態
は、富田の選んだ外部講師とともに、ある社会的課題に絡むダンスワークショ
ップ（プロジェクト）を行いながら、学習するものである。テーマは今回、豊
岡の自然の力を象徴する「水」を予定している。 

到達目標 

 
1.この WS において、ダンスコーディネーターや（実践的な）ダンス研究者に
必要な諸能力を知り、その幾分かでも示すことができる。 
2.この WS の体験を内省し、社会的課題に絡むダンスプロジェクトを自ら立案
することができる。 
3.プロジェクトの急所を他者にも伝わるイメージや言葉で残すことができる 

授業計画 

テーマは豊岡の自然の力を象徴する「水」にする予定である。 

（観光資源の温泉や海や雪、また洪水災害の円山川やその支流 etc.） 

この授業は 8 日間の集中講義（1日 6時間）となる。 

 

事前：プロジェクトの場所となる地域や街の調査・研究（リサーチ）、リサー

チを記録・共有するためのサイト作成、関連テキストの選択・抽出、富田や外

部講師とのやりとりなど。 

 

1 日目：a.事前リサーチと課題の確認、b.声や身体の感覚を開くボディワーク、

c.聞き取り・聞き書き（インタヴューゲーム）、d.関連テキストの選択と cと

をふまえたテキストの構成 

 

2 日目：a.前日のワークに関する意見交換、 b.声や身体の感覚を開くボディ

ワーク、c.リーディング（朗読）、c.テキストの推敲、d.リーディング 

 

3 日目： a. 前日のワークに関する意見交換、b.リーディングから立ち上がる

身振りの採取とシェア、c.スライドや映像を用いたレクチャー&ディスカッシ

ョン、d.プロジェクト現場への再訪と課題の喚起 

 

4-6 日目：a.プロジェクト現場でのワーク、b.意見交換と調整、c.リハーサル、

d.フィードバックと再調整、e.本番に向けての準備と総確認 

 

7-8 日目：a.本番、b.全体の講評を含むフィードバックと意見交換 

 

事後：レポートの作成とサイトの補完 

 



 

事前･事後 
学習 

（通常の 12 週講義で週 2 時間程度の事前・事後学習を念頭に）計 24 時間か

ら 48 時間 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 富田大介編著、『身体感覚の旅』（大阪大学出版会、2017 年）ほか、適宜紹介

する 

成績評価 
の 基 準  

平常点 50%：意欲、理解度、習得度（到達目標の 1 から判定する） 
レポートとサイト作成 50%：達成度（到達目標の 2 と 3 から判定する） 

履修上の注意

履修要件 8 日間の参加を原則とするので、日時をしっかり確認すること 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 海外実習 B 

担当教員 
藤野 一夫 
飛田 勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

ドイツのザクセン文化基盤研究所を拠点に、ゲルリッツ大学及びゲルリッツ劇
場との連携において３週間の海外実習を行う。本実習は「ゲルリッツ・シアタ
ーサマーアカデミー」の枠組みで実施される。最初の１週間は、ドイツ・ポー
ランド・チェコの国境地帯にある地方都市間のネットワークにおいて、劇場や
オーケストラなどの芸術機関がどのように運営されているかを国境を超えて
学ぶ。２週目は、ドイツ国内で日本学を学ぶ学生の参画を得て演劇作品の公演
準備を進める。３週目は、ゲルリッツ劇場との連携において公立劇場の職能全
般についての研修を行い、また市内の高校等で演劇公演を行う。 

到達目標 

海外において公立劇場を中心としたアートマネジメントの実務経験を積むこ
とで、地域創生を視野に入れた国際的社会人となることを目指す。また、演劇
制作とその公演を通じて、ドイツで日本学を学ぶ学生と協働し、現地の青少年
との交流を推進することで、国際芸術交流の理念と技法を実地に学ぶ。 

授業計画 

ザクセン文化基盤研究所を拠点に、ゲルリッツ大学及びゲルリッツ劇場との連

携において、アートマネジメントに関する海外実習を行う。 

宿泊先：提携大学内の学生寮及びザクセン文化基盤研究所のゲストハウス 

期間：８月中旬〜9月初旬の３週間 

1．(出発前)「事前講習」実習先の情報や安全対策等の講習、 

目標設定、実習計画の作成、ドイツ文化講座と文化政策講座 

2. (第一週目)地方都市間のネットワークにおいて劇場やオーケストラなどの

芸術文化機関の運営（マネジメント）を学ぶ 

3. (第二週目)ドイツ国内で日本学を学ぶ学生の参画を得て、演劇作品の制作

と公演準備を行う 

4. (第三週目)ゲルリッツ劇場との連携において公立劇場の職能全般について

の研修を行い、また市内の高校等で演劇公演を行う。 

（実習中は毎日、実習日誌を作成し、担当教員に報告を行う。） 

5. (帰国後)「完了報告」完了報告書の作成、報告会 

     （報告会には 1年次にも参加を促し、来年度の実習の参考にする） 

事前･事後 
学習 

事前：実習地について調査し、実習計画を作成する。 
事後：完了報告書を作成（毎日、学んだこと、気付いたことなどを記録する） 

テキスト 藤野・フォークト他編著『地域主権の国 ドイツの文化政策』（美学出版） 
参考文献 藤野編著『公共文化施設の公共性』（水曜社） 

成績評価 
の 基 準  

レポート（完了報告書）（50％）、実習態度（50％） 

履修上の注意

履修要件 

海外実習は、異なる文化圏での活動となるため、相手の文化や習慣を尊重し、 
危険な行為を行わないように注意して参加すること。 
病気や怪我等がある学生は履修前に担当教員に相談し、参加可能であるか確認

すること。 
英語・ドイツ語等の外国語コミュニケーション能力があれば参加可能である。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  


