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2 年 次 生



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席 ％、試験 ％、平常点 ％
動きの 化・表現・テクニック、細かい部分 の の使い方が出来ているか、柔軟な身体と強い
感 表現をコントロールし自分の を作り上げているか、こ らのポイントを評価していきま
す。

作品発表 学期末試験
作品を発表します。振付を 確に覚える事を に、感 を出し
て に える 事を していきます。

ダンス学科

フォーメーションをつける
フォーメーションをつけて を して の演 の を感じ
て踊る事を学んでいきます。

に自分の踊りを見る
踊っている を自分で動画を して振付作品を に見て、
表現方法が っていないか確認をします。

作品踊りこみ
ここまでに習っ 作品の踊りこみをしていきます。 で行

の演 と踊る事により りないとこ を見つけていきます。

のイメージを表現
、 のイメージに合う動きを学び、イメージが出来上がってき
らストーリーを作ります。

と動を表現
動きに をつける為に、 と動を覚えます。動きの を げ身
体表現を かにして身体を最 に使います。

バラー の表現方法

に自分の踊りを見る
踊っている を自分で動画を して振付作品を に見て、
体が動かせているか表現できているかなどを確認していきます。

作品踊りこみ
ここまでに習っ 作品の踊りこみをしていきます。体の使い方、
の取り方、表現方法など 々まで確認をしていきます。

バラー ならではの感 表現を学んでいきます。感 を出す事を
かしがら に自分の思っ 表現をしていきます。

クォーター末試験評価方法

出席 ％、試験 ％、平常点 ％
・振付を えら 中で、いかに自分なりにイメージを膨らませているか、そのキャラクターを

確 できているか、尚 つ自分自身の 性をプラスできているか、この 点をポイントに評価して
いきます。

テーマ 授業内容

振付を 確に覚える
えら 振付を自分の解 ではなく振付 の に って踊

る能力をつけていきます。

プロとして通用する身体、テクニック、表現力を ていきます
クォーターでは クシー マニッシ など、 クオーターでは バラー をテーマとし、 と

動 の表現力を学びます。ダンサーにとって 自分の を り上げる事がいかに なことか
学んでいきます。な 、講師はアーティストの振付やバックダンサーとしての実績がありダンスス
タジオの を行いながら自身もレッスンを け持つ実 験を持ちます。
到達目標
感 や体の表現方法をテーマ、作品に って踊り分けが出来るようにしていきます。感 は表
だけではなく身体から表現する事によってダンスに 力が出てきます。 だ踊るのは 年 で
終 らせ、プロダンサーとして し 踊り方、テクニックを身につけていきます。

授業計画

作品発表 クォーター末試験
作品を発表します。振付は 確か・ のイメージを理解している
か・表現は出来ているか学んだ事が出来ているか見ていきます。

振付を に覚える
えら 振付を自分の解 ではなく振付 の に って踊

る能力をつけていきます。

テーマ 授業内容

イメージに合う動きを学
だ踊るのではなく ・振付に合っ 体の動かし方を学び、様々

な のアプローチの 方を学びます。

表現方法を学
のイメージにあっ 表現方法を学び、その の が思い

か ような表現が出来るようにしていきます。

全体の を掴
フォーメーションをつけて を して の演 の を感じ
て踊る事を学んでいきます。

担当講師

毛利あゆみ・

科目概要

科目名 科目区分

ジャズダンス



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

ダンス学科
担当講師

毛利あゆみ・

科目名

ジャズダンス

科目区分

業 演に けての作品作りに ります。 まで学んだ事を かし、グレー の い作品をプレ
ンテーションしていきます。3クォーターは作品のコン プトに っ 自己ア ールを し、

クォーターは まで習ってき 事、覚え 事が身についているか、 年 の くくりを行います。
な 、講師はアーティストの振付やバックダンサーとしての実績がありダンススタジオの を行
いながら自身もレッスンを け持つ実 験を持ちます。
到達目標
年 の総まと として まで習 してき 基礎・テクニック・表現力を最 に発 して、作品を

通して 々のレベルアップ、ステージングを身体で覚え、 だ踊るのではなく作品にあっ のな
い感 を表現し、プロとしての自覚を持つことを目標とします。

授業計画
テーマ 授業内容

作品コン プト
作品のコン プトを えます。イメージし 上で振付に ります。
自分でどんどんイメージを膨らませていきます。

基 作り
り し り し練習をして振付を 確に確実に覚えて基 作り

をしていきます。

表現方法
基 ができ ら動きの を げていきます。イメージに合っ 表
現方法を出していきます。

フォーメーションをつける
フォーメーションをつけて りとの 、 を合 せて 体感を
出していきます。常に りを することが 事です。

に自分の踊りを見る
踊っている を自分で動画を して振付作品を に見て、
表現方法が っていないか確認をします。

作品踊りこみ
ここまでに習っ 作品の踊りこみをしていきます。 の演 との合

せを に 体感が出ていることを確認していきます。

作品発表 クォーター末試験
作品を発表します。振付を 確に覚える事を に、自分という
ダンサーを思い り出して表現していきます。

クォーター末試験評価方法

出席 ％、試験 ％、平常点 ％
基礎・テクニック・表現が自分のものとして最 に か 、 つ となって現 ているか、 作
品を作り上げる という を持ちその中で自己ア ールが出来ているか、この 点を重点 に
評価していきます。

テーマ 授業内容

作品コン プト
業 演の作品の とコン プトを発表します。その 、コン プ

トに してイメージをしっかりと持ち振付に みます。

業 演振付
業 演の振付に ります。 く、 確に振りを取 るようにして

いきます。

業 演振付
き続き振付を行います。もらっている振付を ることなく自分

の 性もだしてア ールしていきます。

出席 ％、試験 ％、平常点 ％
年 で習 し 、基礎・テクニック・表現力が身についているか、作品を通して 々のレベル

アップと自己表現がバランス良く出来ているか、こ らをポイントに総合力を評価していきます。

業 演振付
フォーメーションをつけて全体で踊っていきます。全体の 感、
作品の最 から最 までを していきます。

コスチ ーム レー
チェックを行います。 を だ るのではなく作

品に合っ 方、自分に合う びが 事になります。

レスリ ーサル
を て本 を して踊ります。 も表現する の重要

なポイントになる 、 も 事にしていきます。

オリ ンテーション
作品を動画 し 々の を確認して の目標を ててい
きます。

総合発表 学期末テスト
年 最 の授業です。自分の力を最 に出し、自分はこうい

うダンサーになっ と最 のア ールをします。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

本 ・

科目概要

科目名 科目区分

ストリートダンス

バックダンサー、テーマ ークダンサーから、 でも必 と るようになっ ストリートダン
ス 。
ストリートダンスと 概に っても のジャンルがあります。ジャンルを く習 する に
体作り、基礎トレーニングを行っていきます。尚、講師は様々なアーティストのバックダンサー・振
付を け、 ダンススタジオでもレッスンを行う実 験を持ちます
到達目標
使える踊り、 きる踊り、 せる踊りを習 していきます。そ に う、身体、 作り、 能力
と、 見る 力を付けて行きます。ダンスが踊 良いのではなく、見る力を養い振付 の細か
い まで し表現できるようにしていきます。

授業計画

試験
基礎トレーニングで行っ 動きを取り コン ーションを踊
ります。身体をしっかりと使えているかの確認をしていきます。

ストレッチ①
ストレッチの しいやり方を覚えていきます。フラットバック、コント
ラクションなどの基礎トレーニングの を覚えます。

テーマ 授業内容

ストレッチ②
1回では覚えら ないのでストレッチを して覚えていきます。
覚える事により しい体の使い方を覚えていきます。

ストレッチ③
々とストレッチを覚えてき らそ を振付にも応用していきま

す。体の使い方を覚えて見やすいダンスの踊り方を覚えます。

確認
覚え 上で 作業を行っていきます。 動 の確認をして自分
の動かせる体の 点を していきます。

アイソレーション
身体の各部 の動かし方を覚えてアイソレーションを習 してい
きます。

4 のリズムトレーニング
ダウン・アップ・前 リ・ リを体の使い方を理解し 上で、練
習していき せ方の を げていきます。

リズム重 のコン ーションを覚えていきます。使い方を理解し
ているか確認していきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
アイソレーションを確実に覚えていて振付の中でのリズムがしっかりと か ているか評価して
いきます。 の授業のストレッチと基礎トレーニングの を覚えているかも評価ポイントとし
ていきます。

テーマ 授業内容

基礎トレーニング
フラットバック、コントラクションの習 をしていきます。 しく使う

にどこの筋肉を使うか理解していきます。

学期末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
リズム、アイソレーションが体に っていてコン ーションに ているかを評価していきます。
ま クォーター末試験でも行っ 基礎トレーニングの が体に って、習 出来ているかも評価ポ
イントとしていきます。

試験
を取り コン ーションを踊ります。身体を

しっかりと使えているかの確認をしていきます。

ダンス学科

アイソレーションからのコン ーション
々なアイソレーションを取り コン ーションを覚えてい

きます。身体を自分でコントロール出来るようにしていきます。

基礎トレーニング
の基礎トレーニングを行います。振りと振りの を

る為に かせないトレーニングです。

コン ーション
のコン ーションを覚えます。 特の リを

表現できるように 練習していきます。

アイソレーション 習
アイソレーションのトレーニングをしていきます。 しく使えている
か、 動 は がっているか確認していきます。

リズムトレーニング 応用
リやダ ルアップなどリズムトレーニングの応用をしていきま

す。アイソレーションを理解しながら行います。

リズム取りからのコン ーション



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

ダンス学科
担当講師

本 ・

科目名

ストリートダンス

科目区分

12 には クリスマスライ 、3 には2年 の となる 業 演 が えています。
クォーターでは に合っ 表現方法を、 クォーターでは見ている 様に する表現方法を

習 していきます。尚、講師は様々なアーティストのバックダンサー・振付を け、 ダンス
スタジオでもレッスンを行う実 験を持ちます

到達目標
基礎トレーニングを そかにせ 、身体の使い方を見 していき、表現だけに らない 力
のあるダンスを踊 るようにしていく事を目標とします。ま オー ィション に必要となる振り覚
えの を上げていく事も目標とします。

授業計画
テーマ 授業内容

コン ーション
の中でも 取りの強いコン ーションを覚えていきま

す。 細かつ に 取りを出来るようにしていきます。

コン ーションからの表現
ま はコン ーションを覚えます。その 、 の 、振付の
を えそ に合っ 表現方法を学んでいきます。

振り覚えの アップ
ら 振り の回 で振付を覚えていきます。細かい まで

習 する為にどうす いいかを学んでいきます。

振り覚えの と表現方法
前回よりも い振付を ら 回 で覚え、振りだけでなく表現
方法も えながら踊 るようにしていきます。

ゆっくりな での表現
ゆっくりなテンポの の振付を行います。ゆっくりな分、身体を
きく使 ないと びをしてしまうので 方を学んでいきます。

い での表現
テンポの い振付を行います。 、 だけになら に身体全
部を使って表現する にどうするかを学んでいきます。

試験
ルテンポの で振付を覚え発表します。 取りにならない為に

身体を きく使う事を学んでいきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
のテンポやテイスト、振付のテイストをしっかりと えて、その 、振付に合っ 表現方法

を理解して せる踊りにつなげる く学習をしているか評価していきます。

テーマ 授業内容

フリーダンス
フリーで踊る力をつけていきます。ソロダンスとは い自分がその

に して感じ ものを え に出せるようにしていきます。

振付トレーニング
振付を覚えて りの部分を自分で振付をします。フリーダンスではなくそ
の前の振付と 感のない振付を作 できるようにしていきます。

全ジャンルを し コン ーション
ここまでに習ってき 全てのジャンルを使っ コン ーションを
行います。そのジャンルの特性を出せるようにしていきます。

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
この 年 で、 っ ものが、作品中に表現出来ているか、細部 、 、表 まで を
使って踊 ているか、 に せるという事を えて踊 ているか評価していきます。

せるという事
自分のダンスで を する為に が必要か学んでいきます。
だ踊るのではなく表 、 感を えていきます。

しませるという事
自分のダンスで を しませる為に が必要か学んでいきます。

よりも自分が しんでいるかが 事です。

えるという事
自分のダンスを に える為どうするのか学んでいきます。表 な
ダンスにならないように 力のあるダンスを心 けていきます。

の
を持って踊ると見ている には ってしまいます。

な部分を1つ つ くしていき、 を くしていきます。

試験
振付を覚えて発表します。ここまでに習ってき 事全てを出しても
らいます。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席30％、テスト50％、平常20％とします。
作品のジャンルの特性を理解しそのジャンルのダンスを表現できているかを確認＆評価をしてい
きます。 演を して本 様に踊 ているかも確認していきます。

テスト
演の上演作品をグループ分けをして発表を行っていきま

す。

ダンス学科

作品 作5
をつけていきます。自分がどこのタイ ングで踊るかなど確

認をしていきます。

作品 作6
作品の踊りこみをしていきます。 確に踊 ているか、 ち 置、

を理解しているかの確認もしていきます。

作品 作7
をつけて本 様に踊ります。 に見て自分の踊り、全

体の踊りがどうかを確認して 作業を行っていきます。

作品 作2
振付を していきます。 確に覚えて踊ることを学んでいきま
す。

作品 作3
振付を覚え らその振付を 確に踊 ているか確認をしていきま
す。

作品 作4

やってみよう ニバトル
バトル の授業を行います。サークルを作りそ のダンス
を出し合っていきます。

・ ・ 応用
振付を覚え、振付とは に自分 ちで振付を えて振り を
行っていきます。

フォーメーションをつけていきます。どこの ち 置で踊っている
のかを確認していきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、テスト50％、平常20％とします。
ジャンルの特性がうまく表現できているか確認。 確に踊りこなすだけではなく 性もア ールで
きるかどうかを評価していきます。ま 振り付けの能力も確認＆評価していきます。

テーマ 授業内容

作品 作1
演の上演作品 作を行っていきます。 だ踊るのではなく

前で踊る事を していきます。

1年 学んでき 事を かし、 らにより良いダンサーを目指していきます。
だ えてもらうだけでなく、学んだことを自分なり理解し 上でアウトプットの練習もしていきま

し う。
バトルなども 験してみまし う。尚、講師はオール スクールのレッスンを け持ち、 よ こ
い など 様なレッスンを行っている実績を持ちます。
到達目標
習っ ものを 確に表現するだけでなく、 性も つダンサーになるようにしていきます。ま
インプットだけで終 らないようにアウトプットも当 り前に出来るようにしていきます。

授業計画

テスト
覚え 振付と 作し 振付を発表していきます。

・ ・ 応用
グループを み、習っ 振付と で各グループ とで

を使っ 振付を えていきます。

テーマ 授業内容

・ ・ 応用
習っ 振付、 え 振付をグループ とに発表していきます。

応用
グループを み、習っ 振付と で各グループ とで を
使っ 振付を えていきます。

応用
習っ 振付、 え 振付をグループ とに発表していきます。

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

オール スクール



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

オール スクール

科目区分

インプット・アウトプットを り しスキルをプロレベルにもっていきまし う。
ま 々な作品を 験していく上で 々な振り付けにす 応できるようにしていきまし う。
尚、講師はオール スクールのレッスンを け持ち、 よ こい など 様なレッスンを
行っている実績を持ちます。

到達目標
より いスキルを習 し、プロに通用するレベル していきます。ま 踊る・ るだけでなくコ
ニ ーションや作法なども身に け、 部でも通用するダンサー なっていくように指導していき
ます。業 で きする為に を にしていきまし う。

授業計画
テーマ 授業内容

クリスマスライ 作品 作1
12 演の上演作品 作を行っていきます。 だ踊るのではなく

前で踊る事を していきます。

クリスマスライ 作品 作2
振付を していきます。コン プトを理解し 確に覚えて踊るこ
とを学んでいきます。

クリスマスライ 作品 作3
振付を覚え らその振付を 確に踊 ているか動画 を行い
確認をしていきます。

クリスマスライ 作品 作4
フォーメーションをつけていきます。どこの ち 置で踊っている
のかを確認していきます。

クリスマスライ 作品 作5
をつけていきます。自分がどこのタイ ングで踊るかなど確

認をしていきます。

クリスマスライ 作品 作6
作品の踊りこみをしていきます。 確に踊 ているか、 ち 置、

を理解しているかの確認もしていきます。

テスト
12 演の上演作品をグループ分けをして発表を行っていきま
す。その中で自分の振付も作 し発表していきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、テスト50％、平常20％とします。
作品のジャンルの特性を理解しそのジャンルのダンスを表現できているかを確認＆評価をしてい
きます。12 演を して本 様に踊 ているかも確認していきます。

テーマ 授業内容

業 演 作品 作1
業 演の上演作品 作を行っていきます。 だ踊るのではなく
前で踊る事を していきます。

業 演 作品 作2
振付を していきます。コン プトを理解し、ステージの き
も理解して踊ることを学んでいきます。

業 演 作品 作3
振付を覚え らその振付を 確に踊 ているか動画 を行い
確認をしていきます。

出席30％、テスト50％、平常20％とします。
ジャンルの特性がうまく表現できているか確認をして、 確に踊りこなすだけではなく 性もア
ールできるかどうかを評価していきます。2年 学んでき 事全てを出し るかも見ていきま

す。

業 演 作品 作4
フォーメーションをつけていきます。どこの ち 置で踊っている
のかを確認していきます。

業 演 作品 作5
をつけていきます。自分がどこのタイ ングで踊るかなど確

認をしていきます。

業 演 作品 作6
作品の踊りこみをしていきます。 確に踊 ているか、 ち 置、

を理解しているかの確認もしていきます。

業 演 作品 作7
をつけて本 様に踊ります。 に見て自分の踊り、全

体の踊りがどうかを確認して 作業を行っていきます。

テスト
業 演の上演作品をグループ分けをして発表を行っていきま

す。その中で自分の振付も作 し発表していきます。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

佐々木典子

科目概要

科目名 科目区分

クラシックバレ

1年 で学んだ基礎を まえ、柔軟性、キープ力、 力を強化しテクニックの 上を目指しま
す。バーレッスン、 ンターレッスンの内容もより になり 実していきます。
講師は のスタジオでバレ のレッスンを行う実 験を持ち、 にジャズダンスを踊る中で
必要 なバレ テクニックの習 をしていきます。

到達目標
軸や重心を しながら移動するフロアー ークは、しなやかな動きが必要と るジャズダン
スやコンテンポラリーダンス に ち、柔軟性と筋力を る事で をしにくい身体を目指し
ます。

授業計画

試験
より かつ になっ 内容でバーレッスンを行います。

柔軟性の強化①
バーを使っ ストレッチを解 します。身体の を理解して行え
るようにしていきます。

テーマ 授業内容

柔軟性の強化②
フロアでのストレッチを解 します。つま 、指 にまで を行
き かせます。

キープ力の強化①
を く上げ でを つ力を養います。どこの筋肉を使って

いるのか理解しながら行います。

キープ力の強化②
身体の軸の強化を行います。自分の軸がどこにあるのか感じな
がら行っていきます。

力の強化①
瞬発力の強化を行います。重心がどこにあるのか え、感じなが
ら強化をしていきます。

力の強化②
身体の軸の強化を行い、更に瞬発力を えていきます。

移動のステップを み合 せて練習します。移動してからの重心
を えて ル ットに げら るようにしていきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
更に発 せ 内容でバーレッスンを行いながら、基本に 実に 確なポジションが通 ている
か 点します。ダンサーの身体作りに かせないバーレッスンの を覚えます。

テーマ 授業内容

アンシェ マン アダージオ
身体の軸を し、 やかな動きの中でより な動作を学びま
す。

学期末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
確なポジションを通りながら なアンシェ マンの を理解し、よりしなやかで るような

動作が行えているかを 点していきます。

試験
2クォーターでそ 行ってき アンシェ マンを 点します。

ダンス学科

アンシェ マン アレグロ
基本 なジャンプから なジャンプまで、重心移動のコントロー
ルを学びます。

アンシェ マン グラン ル
きなステップと きなジャンプを み合 せて るようなムー
メントを身に付けます。

アンシェ マン ターン
やシェ など、移動していく を練習します。

アンシェ マン タン
方の に つ を強化し、ターンやジャンプに がる筋力を

身に付けます。

アンシェ マン ル ット ①
軸の を強化し、回 に体 を ないよう練習します。

をする事が です。

アンシェ マン ル ット ②



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
典バレ のバリ ーションを通して らに い 、表現力を身に付けます。 確なポジション

と しいラインが ているかも評価の としていきます。

春学期、3クォーターよりも らに発 せ を学んで
いき、 練習をしていきます。

グランフェッテ
を軸として連続回 をするグランフェッテの練習を行っていき

ます。

バリ ーション①
典バレ に けるバリ ーションを練習していきます。 を見

てみるのも 強になります。

バリ ーション②
典バレ に けるバリ ーションを練習していきます。 き良き

ものを って自分の としていきます。

試験
4クォーターでそ 学び行ってき アンシェ マンとバリ ー
ションを 点していきます。

学期末試験評価方法

アンシェ マン アレグロ
春学期、3クォーターよりも らに発 せ アレグロを学んでい
き、 練習をしていきます。

アンシェ マン ル ット
春学期、3クォーターよりも らに発 せ ル ットを学んでい
き、 練習をしていきます。

アンシェ マン グラン ル
春学期、3クォーターよりも らに発 せ グラン ル を学んで
いき、 練習をしていきます。

試験
3クォーターでそ 学び、行ってき アンシェ マンを 点して
いきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
基本に 実に行えているか、 、回 の の し も評価していきます。ま 2クォーター
で学んだアンシェ マンも理解しているかもポイントとしていきます。

テーマ 授業内容

アンシェ マン アレグロ
春学期に学んだ基本 なジャンプから なジャンプの重心移
動のコントロールを らに発 せ 内容で練習します。

アンシェ マン グラン ル
きなステップと きなジャンプを み合 せて るようなムー
メントを らに発 せて練習し身に付けます。

アンシェ マン ターン
やシェ など、移動していく を更に発 せ 内

容で練習します。

アンシェ マン アダージオ
春学期よりも身体の軸を し、 やかな動きの中でより な
動作を発 せ 内容で練習します。

アンシェ マン ル ット ①
回 に体 を ない為の軸の を春学期よりも更に発
せ 内容で練習します。

アンシェ マン ル ット ②
移動のステップの み合 せを春学期よりも更に発 せ 内
容で練習します。

春学期に続き、テクニックの強化を行っていきます。4クォーターでは 典バレ の振付にも
して、 と表現力の 上を目指していきます。基礎も にしていき、 な を身につけ
ていきます。
講師は のスタジオでバレ のレッスンを行う実 験を持ち、 にジャズダンスを踊る中で
必要 なバレ テクニックの習 をしていきます。
到達目標
確な基礎は しいラインと確実な 力に がります。こ までに学んだ事を まえ、 しくし

なやかに踊る事を目指します。表現方法も えて作品 との表現が出来るようにしていきます。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ダンス学科
担当講師

佐々木典子

科目名

クラシックバレ

科目区分



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

コンテンポラリージャズ

テクニックの強化です。 年 で し 基礎に きをかけていきます。より 練 身のこな
しと表現の を げる 、 常 から チベーションを く ちます。ソロの振り付けを踊り

をつけていきます。尚、講師はテーマ ークでのショーダンサー、アーティストのバックダン
サーなどを 、 年に りダンススタジオで指導を行っています。

到達目標
テクニックを し自 をつけまし う。自分自身にに き上がってくるインス レーションや感
を に表現していきます。

授業計画

試験
での振付を覚え の前で踊ります。思い り きく動け か、
の目標を てます。

、ストレッチの応用
で行います。 いの を し え り身を せることで
と を く えら るようになります。

テーマ 授業内容

筋トレの応用
で いのサポートをすることでより 確なトレーニングができ

ます。 を使っても良いでし う。

ス イラル①
らせん き の 法です。動きに い と びを える
テクニックを学びます。

ス イラル②
と にス イラルを え動きに 行

きをつけます。

ス イラル③
らせん き の動きが解けると に身体を し、 力か
ら ま る動きを学びます。

ス イラル フロ アップ
ス イラルを取り アップを覚え身体に み ませていきま
す。 のない動きを学びます。

な内容を 確にダイ ックに見せていきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％・試験50％・平常20％ 々のトレーニングが体に み んで身のこなしに現 てき
か、動きと に き上がる感 を表現し、自由に に踊 ているかを見ます。

テーマ 授業内容

クロスフロ ー①
のより な に します。

学期末試験評価方法

出席30％・試験50％・平常20％ テクニック中心の を踊ります。バレ テクニックは
確か、ジャズ特 の動き方もニ ンスとなって ってくるかが評価の基 です。しっかり踊り
み発表します。 と表現の 方から評価します。

試験
ソロの振付を の前で踊ります。 で踊る感覚を体験し、
している部分を見つけ の目標を てます。

ダンス学科

振付 ソロ
スロージャズの振り付けです。 で し テクニックを
振付です。

振付 ソロ
テクニックに え、ニ ンスを える表現が要 ます。 を
よく いてイメージを膨らませます。

振付 ソロ
ソロでも を ら るように して踊り みます。

クロスフロ ー②
の 確な方法を覚え応用し を学びます。

クロスフロ ー③
最もダイ ックなテクニックです。キレと を要 ます。

クロスフロ ー④



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席30％・試験50％・平常20％ コンテンポラリージャズを学んだことで、 の 上と 出る
表現を でき か、 年 の を評価します。作品 の とリ ーサル の 中力、本
での フォーマンス、常に 、 発をし チベーションを 、 つなげる力が付い かを評
価します。

作品 作④
踊り みの に出はけの確認や導 の確 をしていく。ダンサー

連 する。

作品 作
える動き、 いている を ていく。 を作り上げて

いく。

作品 作
を り し き み、振りを に、表現と に 持ちも せ

ていく。

作品 作
最終リ ーサルでテンションをあげ作品に り み、す てを発

して踊り せます。

試験
本 はリ ーサルと 様に踊り、作り上げ 作品の で しん
でくだ い。 くの に てもらい の目標を見つけまし う。

学期末試験評価方法

作品 作①
振付を覚える。オリジ ルの 作により作品 の とイ
メージを膨らませていく。

作品 作②
フォーメーションを覚え、 ち 置を する。 ールの 、
席との 感も する。

作品 作③
を理解し、表現をしていきます。 りの動きもよく見て感じ取

ります。

試験
作品に を 、踊ることが出来 か。ま どのように っ
か。 の目標を ます。

クォーター末試験評価方法

出席30％・試験50％・平常20％ テクニックだけでは ダンサーにはな ません。コンテン
ポラリーダンスでは 感をいかに体現できるか、リ ーサル から表現し、いかに作品にかか
り作品の中で自分の をア ールでき かを評価します。

テーマ 授業内容

コンテンポラリー振付
振付をもらっ ら1 3をもとにどんな うに踊り いかイメージを
膨らませます。

コンテンポラリー振付
イメージを動きにします。 ち方、目 などニ アンスの表現で
す。振付のない も なく ていきます。

コンテンポラリー振付
踊り に自己表現します。ダンサー 、振付 との ィス
ッションで作品の を 確に作ります。

コンテンポラリー
のイメージを掴 。 の か、どの か、どんなリズムか、イ

メージがより膨ら ものをチョイスします。

コンテンポラリー
物、 、 持ち、 、 、ダンサー ィス ッ

ションするのも ントとなります。

コンテンポラリー
どんな になるか、どんな なのか、ステージプランなど、動
きの ントになるものを してみよう。

振付作品を踊るにあ り、ダンサーに ら るものは表現力です。 き上がってくるものをい
かに体現するのかを っていきます。自らが表現し動きを作り出していきます。 をア ールす
るテクニックです。 になる にも重要となります。尚、講師はテーマ ークでのショー
ダンサー、アーティストのバックダンサーなどを 、 年に りダンススタジオで指導を行って
います。
到達目標
振付をもらうだけではなく、自ら感じ ことを表現でき か。ジャンルにとら 、 性を養
い、 の心を動かし、 ら るダンサーを目指します。そして くの に てもらいまし う。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

コンテンポラリージャズ

科目区分



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

子

科目概要

科目名 科目区分

タップダンス

しっかり身体で覚え は動きもよく、習 し テクニックを かに取り 、 かすことを っ
です。 力の は歴 と現 ます。自身の を げることの 、 びも分かると思いま

す。 しま 力をして 中しまし う。尚、講師はジャニーズ 演や ージ ル リー・ リ
オット 振付指導、 ・ 画出演、バックダンサーなど実績があり、 のダンススタジオでレッス
ンを行っている実 験があります。
到達目標
リズムと動きが全体でバランスよく動けるようになりまし う。 っ ものになってはダンスの良
、 はないので、テクニックを トータルな をレベルアップしまし う。

授業計画

テスト
振付を覚えて で発表をしていきます。

1年 のまと 1
1年 のこ に習っ ステップ、 をマスターできているかの確認
をします。

テーマ 授業内容

1年 のまと 2
も 習をしながらリズムとステップの 確認をしていきます。

3連・4連・6連
リズムを理解し、使い分けら るようにしていきます。そ の
リズムを がって こえるようにしていきます。

クランプロール
の ターンを覚え、 々に く練習していきまし う。ま は

確実に を出せるように心 けていきます。

バッフ ロー
ステップを覚えます。覚えてき ら、上 身の動きもつけて身体全
部でステップを んでみます。

応用
こ までのステップを み合 せて踊り みをします。各ステップ
を理解しているか確認もしていきます。

の合 のフリーの部分をここまで習っ ステップなどを使い自
分で ていきます。

クォーター末試験評価方法

出席40 、テスト40 、平常点20 とします。
することの かっ このクオーターで、どんどん どに も く、 だ すらに 力

することの で評価をしていきます。

テーマ 授業内容

1クオーターの 習
1クォーターで習っ リズム、ステップ、 をマスターできているか
の確認をします。

学期末試験評価方法

出席40％、テスト30％、平常点30％とします。
コン ーションや 子を理解してステップを 確に ているか評価をしていきます。ま 応
用する事で自分の の表現方法を やせているかも評価していきます。

テスト
振付を覚えて で発表をしていきます。

ダンス学科

子 1
き ない 子の で振付を覚えます。ステップ自体は ら

ないので ないようにしていきます。

子 2
き ない 子の で振付を覚え、身体が てくるように
も り し練習をしていきます。

応用
こ までのステップを み合 せて踊り みをします。各ステップ
を理解しているか確認もしていきます。

コン ーション 1
い振付を で覚えら る授業を行います。振り取りの能力

をつけていきます。

コン ーション 2
の に合 せて踊っていきます。上 身の表現方法も

えながら踊ります。

コン ーション 3



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席40 、テスト40 、平常点20 とします。
出席することの を理解し、ま 作品に することの を ってもらい、その 力を認
評価しま す。 業 演の作品は えら 振りを だ踊るのではなく自分で表現するようにし

ていきまし う。

業 演作品 4
上 身や表 など、表現も作り みまし う。 身だけになら
身体全部で踊 るようにしていきます。

業 演作品 5
上 身や表 など、表現も作り みまし う。振付、 がしっかり
と出せるようになっ ら表現方法も えていきます。

業 演作品 6
上 身や表 など、表現も作り みまし う。表現 行、ステップ

行になら 全てが がって見えるようしていきます。

業 演作品 7
2年 の となる作品を、最 まで せ 作り上げまし
う。

テスト
作品を踊って評価します。

学期末試験評価方法

業 演作品 1
い振付を 中して覚えまし う。ま は から覚えていきます。

業 演作品 2
い振付を 中して覚えまし う。 を 確に出せるようにしてい

きます。

業 演作品 3
い振付を 中して覚えまし う。 がしっかりと出せるように

なっ ら にもこだ っていきます。

テスト
自分で 作品を作り、発表しまし う。

クォーター末試験評価方法

出席40 、テスト40 、平常点20 とします。
基礎からかなりレベルアップしてき この 期に、 に様々なステップを取り 自作の自
由作品で評価 します。その の作品に する 見を てもらうことで、 のステップアッ
プになると思います。

テーマ 授業内容

振付作品 作 3
リズム、ステップ、 などを えながら、理解をして振付を作り
ます。 理のない振付作りをしていきます。

インプロ 1
インプロの練習方法を学び、実 していきます。ソロを作るのでは
なく感じるままにステップを みます。

インプロ 2
インプロを しみます。自分の思うまま、感じるままに踊る事がい
かに しい事かを っていきます。

2クオーターの 習
2クォーターで習っ リズムなど、マスターできているかの確認をし
ます。

振付作品 作 1
ここまでに覚え ステップを かしてコン ーションを作り発表
していきます。

振付作品 作 2
自分で振付することの し を覚えその し を見ている に
える力をつけていきます。

業も に り、作品 作にあ り まで習ってき こと総てを取り ら るよう、ここでしっ
かり 習 をして、 て 確であるかどうかを確認し いと思います。そして かせるものは総
て取り て作品の発表 をできるようにします。尚、講師はジャニーズ 演や ージ ル
リー・ リオット 振付指導、 ・ 画出演、バックダンサーなど実績があり、 のダンススタジ
オでレッスンを行っている実 験があります。
到達目標
まで習ってき こと総てを かし、作品で表現できるようになる事が目標です。 目に授業を
けてい 全てのステップ、 が出来るようになっているは です。1つ1つのステップ、 を

体で え の中で行えるようにしていきまし う。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ダンス学科
担当講師

子

科目名

タップダンス

科目区分



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

シアタージャズ

実 のプレ ンテーション オンステージ の中で、いかにテクニック、表現、 感やキャラクター
性を かしア ールするかの を学びます。ダンスは い ラマの連続なので、瞬 瞬 の
ラマがいかに しているかで るものに 力を える、ということを学んでくだ い。講師は、

としての演 動を て、ダンサーやインストラクター、振付師、ダンススタジオ 、 き
に っての実 験を持ちます。
到達目標
キャラクターの 、キャラクターの 性での演 、いかに に実 しているか 感 など、
表現法には かせない重要な要 が必要と ることを実感してくだ い。ま 、 なる ウント
ダンスに ら に、振りと振りの をう ていき、 と の を踊りきるように心がけまし う。

授業計画

作品プレ ンテーション
1クオーターの試験になります。オンステージし つもりで、
に、かつ 細に表現していきまし う。

振付を覚える 確に、ダイ ックに
いかに振付を く、 確に覚えら るか、覚え 振りを、いかにダ
イ ックに踊りこなせるかがポイントです。

テーマ 授業内容

振付を覚える ダイ ック、かつ に
ダイ ックに動くことで踊りが てはいけません。 動 を
ら に、いかに に踊るかがポイントです。

振付を覚える を く
ダンスは にのって踊ります。 を いてフィーリングを
に、 ウントダンスにならないよう してくだ い。

フォーメーションを付ける
ら ポジションで踊ることはもち ん、 ・ ・移動もダ

ンスの とつだということを認 してくだ い。

キャラクターを表現する
キャラクターの を細かくし、イメージをはっきりと まし う。
そして、 キャラクターを演じてくだ い。

作品の ・演出の確認
作品の全体 をしっかりと見 、 を見せ くて踊るのかを確
認しまし う。

ら ポジションで踊ることはもち ん、 ・ ・移動もダ
ンスの とつだということを認 してくだ い。

クォーター末試験評価方法

作品プレ ンテーションによる実 試験。試験50％、平常点30％、出席20％
作品のプレ ンテーションの中でテクニック、表現、 感、キャラクター性を かしア ールでき
ているか、テンションの上げ方、表 など ま まな部分を細かく えら ているかを評価してい
きます。

テーマ 授業内容

振付を覚える ニ アンスを掴
振付を覚えるのと に、細かいニ アンスもしっかりと見 て
くだ い。ニ アンスによって振りが全く うものになります。

学期末試験評価方法

作品プレ ンテーションによる実 試験。試験50％、平常点30％、出席20％
ニ アンスは取 ているか、身体から が出ているか、その が とマッチしているか、 席
目 を理解して踊 ているかなどをポイントに評価していきます。

作品プレ ンテーション
2クオーターの試験になります。 は本 通りに持ち、 に、
かつ 細に表現していきまし う。

ダンス学科

キャラクターを表現する
キャラクターの を細かくし、イメージをはっきりと まし う。
そして、 キャラクターを演じてくだ い。

作品の ・演出の確認
上の目 で踊るのではなく、 席からどう見えるのかを

しまし う。

レスリ ーサル
を 用して踊ります。 が きるように こなし、 に動

きがより か るように踊ります。

振付を覚える を出す
ダンサーの身体は です。自分の身体から が出ているか

して踊りまし う。

振付を覚える のマッチング
とともに踊り、自分の身体から出る が とマッチしている

かを確認しまし う。

フォーメーションを付ける



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

作品プレ ンテーションによる実 試験。試験50％、平常点30％、出席20％
2年 学んでき シアタージャズをど だけ理解できているかを総合 に評価します。振付だけ
ではなく演 性、キャラクター、 などトータル フォーマンスを心 けてくだ い。

作品 作
ら をいかに こなすかが重要です。細部に って

の細 が になります。

作品 作 演出
演出をよく理解し、作品の持つ をしっかりと表現しまし う。
その中に できることも 事です。

作品 作 レスリ ーサル
の持つ 力を最 利用し、踊りを かすように心がけま

し う。その には練習が必要です。

作品 作 最終リ ーサル
全ての要 を 点 し、最終リ に みます。テーマや演出、振
付などの をしっかり表現しまし う。

作品プレ ンテーション
4クオーターの試験になります。2年 学んでき ことを に、

にかつ に フォーマンスしまし う。

学期末試験評価方法

作品 作 テーマ
どんな作品にも テーマ は必 あります。その のとこ をま
理解してから振付を覚えまし う。

作品 作 振付
シアタージャズ特 の演 性やシチ ーション、キャラクターな
どを しながら振付を覚えまし う。

作品 作 フォーメーション
・ 、移動を 、踊りからの 連の を にて、

上の だけではなく の も表現しまし う。

作品プレ ンテーション
3クオーターの試験になります。 ールジャズ特 の身のこなし、

きなどに しまし う。

クォーター末試験評価方法

作品プレ ンテーションによる実 試験。試験50％、平常点30％、出席20％
身体のライン、重心、つま の 、身のこなし、 きなど ールジャズに必要な要 がしっ
かりと習 できているかを評価します。

テーマ 授業内容

ウォーキング ジャンプ
ジャンプも基本 なことは りませんが、 りと の に
ールがあることを しまし う。

振付 フォーメーション
振付の をしっかりととらえ、 ・ 、移動を スキのない

フォーマンスを心 けまし う。

レスリ ーサル
ン ースを て踊るということを実感してくだ い。ス ート

きもダンスの中に ります。

ウォーキング 重心
イ ールで踊るということは重心そのものが ってきます。つ

ま 重心をしっかりと して、 を理解していきます。

ウォーキング ステップ
ールジャズのステップを習 しまし う。様々なステップがありま

すが、基本はつま からです。

ウォーキング 回
回 の っ ステップを習 します。基本 なことは りませ
んが、ステップの の中での回 を しまし う。

学期では、3クオーターでは ールジャズにチャレンジします。 イ ールを いて に踊る
にはどうす いいかを習 してくだ い。ま 4クオーターでは 業 演での上演作品を 作し
ていきます。いよいよ2年 の になるので、 まで ものを 分に発 してくだ い。な
講師は、 としての演 動を て、ダンサーやインストラクター、振付師、ダンススタジオ

、 きに っての実 験を持ちます。
到達目標
ールを いて踊る ステップのスキル を身に付けます。 きだけではなく身体のラインも
して、 しい身のこなしを習 しまし う。 業 演では2年 に習 し ものを発 し、プロの
で通用する踊りを目指しまし う。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

シアタージャズ

科目区分



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

フォーマンス総合 作

1年 の に学んだ事を作品作りに かしていきます。全 で 力し合い、 ィス ッションを
り していきオリジ リティー る作品を作っていきます。ま 、2クォーターでは 演

の作品 作を行っていきます。講師はフ ッションショーのステージングや の総合振
付を行う実 験を持ちます。

到達目標
全 が作品の内容、テーマ、 、演出、ステージの 、イベントの内容を し 作品 作
が出来るようにしていきます。 こと、 ら ていることなど がある中で自分 ちの見
せ い作品、 え い内容をはっきりと に表せるようにしていきます。

授業計画

作品発表 クォーター末試験
1年 の前で 付で作品の発表を行います。動画 を行い、
回の作品 作の も行います。

オリ ンテーション
2年 の授業の 方や学内イベントについて をします。イベン
トによってどのような内容の作品を 作していくか し合います。

テーマ 授業内容

作品 作 内容 る
クラス クラスに分か てそ の作品 作を行います。演

出内容をクラス毎に し合い発表をします。

作品 作 、
内容を ら を ていきます。内容に っ を し

まで行っていきます。

作品 作 ・演出
が まっ ら ・演出を ていき振付を していきま

す。全体の を えながら振付をしていきます。

作品 作 中 発表
出来ているとこ までを発表します。 を確認して りてい
ない部分などを確認して しを行っていきます。

作品 作 踊りこみ・ プラン 出
動画 を行い に作品を見ます。その 、 しを行い踊り
こみをしていきます。ま プランも え 出してもらいます。

を 、 ・演出を て振付を していきます。 け身
になら に 見を出していきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験 作品 作 50％、平常点20％
1年 の な発 にまけないようなオリジ リティー る作品 作が出来ているか、 ・演
出がしっかり練ら ていて作品に ているかを見ていきます。ま 、 て としての
マ ーが身についているかもチェックします。

テーマ 授業内容

について
年までのイベントを振り り、 年の内容を ていきます。イ

ベントの 、イベント内容を理解していきます。

学期末試験評価方法

出席30％、試験 作品 作 50％、平常点20％
イベントの内容を して な作品 作ができているか、こだ りがありオリジ リティーあ
る作品 作が出来 か、 が作品 作に しているか、こ らを評価のポイントとして
いきます。

作品発表 学期末試験
を けて作品発表を行います。その 、 プランを 出し

て作品のプレ ンテーションを行います。

ダンス学科

作品 作 振付2
全体の を えながら振付をしていきます。ステージ を
えて作品 作を行っていきます。

作品 作 中 発表
出来ているとこ までを発表します。 を確認して りてい
ない部分などを確認して しを行っていきます。

作品 作 踊りこみ
動画 を行い に作品を見ます。その 、 しを行い踊り
こみをしていきます。

コン プトを る
イベントの内容を ていきます。 年までのイベントにはないも
のを していけるように全 で 見を出し合います。

作品プランを練る
イベントの 、イベントの内容にあっ 作品プランを てていき
ます。その作品プランを ータで 出します。

作品 作 振付1



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席30％、試験 作品 作 50％、平常点20％
作品をどこまで り げて 作しどこまで踊りこ ことが出来 か、 業 演に する取り み
方や 持ちが いてい か、ダンスに する も最 の評価のポイントとしていきます。

作品 作
し・踊りこみを り していきます。自己 な作品、踊り方に

なっていないか確認をしていきます。

中 発表
を け で発表をします。ダメ出し部分を し、踊りこみ

をして作品に みを持 せていきます。

作品 作10
し・踊りこみを り していきます。どこから見ても のない作

品になっているか確認をしていきます。

最終確認
を け で発表をします。 があ 、なけ

踊りこみをして本 に えていきます。

2年 の総まと 学期末試験
業 演についてと2年 の感 などを し合います。最 に
を て作品を踊り総まと とします。

学期末試験評価方法

作品 作6
3クォーターでのダメ出し部分の をしていきます。出来ていな
い部分の作品 作も行っていきます。

作品 作7
き続き作品 作を行っていきます。動画 を行い に

見て が りないかを していきます。

作品 作8
ここまでに作品が出来ているようにス ジ ーリングをして きま
す。全体を通してみて しを行っていきます。

中 発表 クォーター末試験
中 を確認、チェックをしてダメ出しを行います。その 、自

分 ちでも確認をして しの作業を行います。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験 作品 作 50％、平常点20％
・演出・表現・振付・ が総合 にまとまっているかを評価していきます。各 に を

持って 事を行えているか、 に作品 作に っているか、を評価していきます。 々の
自己 理も評価のポイントとしていきます。

テーマ 授業内容

作品 作3
作品テーマにあっ を ていきます。 の も えて
のない しをします。

作品 作4
・演出を えながら振付を していきます。イメージを膨ら

ませてよい があ をしていきます。

作品 作5
部分 ではなく全体を えながら振付を行っていきます。全体を

して 点がない作品 作を行っていきます。

業 演について
業 演の まかな概要 と作品の方 性を し合います。

タイトルも ていきます。

作品 作1
テーマを し合い ていきます。タイトルに っ ものにするか
全く のテーマにするか し合います。

作品 作2
テーマを ら作品内容を細かく ていきます。作品に

があるか確認をしていきます。

2年 の と える 業 演 の作品 作を3クォーター4クォーターで行っていきます。
10分 15分の作品 作になるので、しっかりと し合いをして まで学んでき 力・振付力
を発 し 様に きら ない のない作品 作を行っていきます。講師はフ ッションショーの
ステージングや の総合振付を行う実 験を持ちます。

到達目標
1000 1500 キャ の ールでの上演作品 作になるのでステージの 、見え方を し
作品 作になるので全 が作品に して 持ちを持っていき、 の きいステージでも
に見せら ・演出・振付が出来る事を目標とします。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

フォーマンス総合 作

科目区分



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席50％、試験0％、平常点50％
試験は行いません。出 、講 に する や 事を覚えているかを評価していきます。

をバラ せる
1年 に のバラシ方をレクチャーし、バラしの いをしま
す。

ダンス学科

とは
について1年 に えていきます。

の付け方
1年 に の付け方をレクチャーします。

を実 に付け せる
1年 に実 に を付け せ、 いをします。

リ リウムの き方
リ リウムの き方を1年 に えていきます。

リ リウムを実 に かせる①
1年 に実 にリ リウムを かせ、ア バイスをします。

リ リウムを実 に かせる②

リ リウムとは
リ リウムについて1年 に えていきます。

リ リウムの き方
リ リウムの き方を1年 にレクチャーします。

1年 だけでリ リウムを かせ、最 にチェックを行います。

クォーター末試験評価方法

出席50％、試験0％、平常点50％
試験は行いません。出 、講 に する や 事を覚えているかを評価していきます。

テーマ 授業内容

リ リウムを実 に かせる②
1年 だけでリ リウムを かせ、最 にチェックを行います。

自分 ちが踊る を1から作り、スタッフ ークを理解し 来、自分がダンサーとして に
つ 、コレオグラフ ーとして作品 作をする に必要な を身につけていきます。

2年 は1年 に 授する為にどのように えていくかも えていきます。講師はダンス学科 演
の を担当しています。

到達目標
のよい みバラシの行い方を自分 ちで え、1年 に える事を行い、 んな現 で

リーダーシップが取 る事を目標とします。

授業計画

リ リウムを実 に かせる①
1年 に実 にリ リウムを かせア バイスをします。

よく える に
1年 に よく える に ィス ッションを行います。

テーマ 授業内容

各 クションで ち合 せ
各 クションで ち合 せを行います。

の良い み方
の良い み方を全 で え ィス ッションを行います。

の良いバラシ方
の良いバラシ方を全 で え ィス ッションを行います。

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

演 作 中講



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

演 作 中講

科目区分

自分 ちが踊る を1から作り、スタッフ ークを理解し 来、自分がダンサーとして に
つ 、コレオグラフ ーとして作品 作をする に必要な を身につけていきます。

2年 は1年 に 授する為にどのように えていくかも えていきます。講師はダンス学科 演
の を担当しています。

到達目標
1年 に の み方や平 の み方を覚え せ 通りの み・バラシを行えるよう指導でき
るようにします。

授業計画
テーマ 授業内容

とは
1年 に とは かを えていきます。

の み方
1年 に の み方をレクチャーします。

を実 に ませる
1年 に実 に を ませ、 いをします。

平 とは
1年 に平 とは かを えていきます。

平 の み方
1年 に平 の み方をレクチャーします。

平 を実 に ませる
1年 に実 に平 を ませ、 いをします。

と平 を ませる
1年 に と平 を み合 せ せ、 いをします。

クォーター末試験評価方法

出席50％、試験0％、平常点50％
試験は行いません。出 、講 に する や 事を覚えているかを評価していきます。

テーマ 授業内容

と平 をバラす
1年 に と平 をバラし方を え、 を 通りにすることを
レクチャーします。

み方について
1年 に みの を覚え せます。

バラシ方について
1年 にバラシの を覚え せます。

出席50％、試験0％、平常点50％
試験は行いません。出 、講 に する や 事を覚えているかを評価していきます。

2年 と に
1年 と に 通りの みを行います。

2年 と にバラす
1年 と に 通りのバラシを行います。

1年 だけで
1年 に 通りの みを行 せ、ア バイスをしていきます。

1年 だけでバラす
1年 に 通りのバラシを行 せ、ア バイスをしていきます。

最 に
1年 に指導の 方や、 え がないか確認を行い、バトン
タッチを行います。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席20％、発表内容50％、平常30％
試験は特に実 しません。発表内容や授業に する取り み方、 発 などを評価していきま
す。
指導力 リーダーシップということを し、どんな にも に を るよう心がけまし う。

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。指導は、基本 には

が重要です。 々としっかり き合いまし う。

ダンス学科

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。 を し、 が
付い ことはその で 出来るようにしまし う。

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。ウォー ングアップは
身体と に 持ちもアップできるように指導しまし う。

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。 方通行の 応にな
ら 、 方 から関 るように心がけまし う。

クササイズ発表②
1 つ に クササイズを発表します。 を るには

力も必要です。テンポよく自分の ースを作りまし う。

クササイズ発表③
1 つ に クササイズを発表します。指導に なのは

力です。 え を することを ないでくだ い。

クササイズ発表④

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。指 は こえなけ

がありません。 とのバランスに を付けまし う。

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。 を動かすには
力が必要です。 力ある指 を心 けまし う。

1 つ に クササイズを発表します。指 と に を付け
るポイントも え、 を しまし う。

クォーター末試験評価方法

出席20％、発表内容50％、平常30％
試験は特に実 しません。発表内容や授業に する取り み方、 発 などを評価してい
きます。 のやっていることを細かく し、必 感 を持つ習 を付けまし う。その には

中力と持続力が必要になります。
テーマ 授業内容

クササイズ発表①
1 つ に クササイズを発表します。 を るにはテ
ンションが必要です。テンション く 行しまし う。

春学期では ウォー ングアップの クササイズ を発表していきます。実 に指導していく に
っていきます。踊る に必要な身体を り上げ、 にも せら るようなウォー ン

グアップを み て、 ち クラスメート に実 に指導しまし う。な 講師は、 としての
演 動を て、ダンサーやインストラクター、振付師、ダンススタジオ 、 きに って
の実 験を持ちます。
到達目標
実 の発表では、 を りテンションを上げ せ、 の動 を し 応 に を え
るという作業が必要にです。スムーズな 行には、事前に も自分自身で確か てみまし
う。ま ける に つ は、しっかりと内容を ・分 し、自身の に てまし う。

授業計画

クササイズ発表
1 つ に クササイズを発表します。指 を出すには
があります。 に行っているのかを しまし う。

クササイズ発表①
1 つ に クササイズを発表します。 がスムーズにな
るように、 な動きがないように心がけまし う。

テーマ 授業内容

クササイズ発表②
1 つ に クササイズを発表します。スタジオの い

に くように、 に けないように を出しまし う。

クササイズ発表③
1 つ に クササイズを発表します。 の動きのを す指

は、 に る を びまし う。

クササイズ発表④
1 つ に クササイズを発表します。 の動きを する
のが指 です。タイ ングが ないように を付けまし う。

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

インストラクション Ⅰ



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

インストラクション

科目区分

インストラクション も、いよいよ最終 です。 まで習ってき ことを かし、コン ーショ
ン指導につなげていくようにしまし う。よく を し、 な 出来ないのか を し どうす

出来るようになるか を指導します。その には 力と分 力が になります。講
師は、 としての演 動を て、ダンサーやインストラクター、振付師、ダンススタジオ

、 きに っての実 験を持ちます。
到達目標
行の 方やス ー 、 分なども重要ですが、 しくま け くなるようなレッスンには

ダンス力はもとより 、 力、 ー アなど、い い なものが必要になってきます。どんど
ん を らし、 しく、 が できるダンスクラスを心がけまし う。

授業計画
テーマ 授業内容

コン ーション指導①
1 つコン ーション指導をしていきます。振り のス ー
に しまし う。最 は見ながらマ が出来る です。

コン ーション指導②
1 つコン ーション指導をしていきます。 が覚えやすい

を えて振りを ていきまし う。

コン ーション指導③
1 つコン ーション指導をしていきます。覚え らテンポを

々に上げて、 の で出来るようにしまし う。

コン ーション指導④
1 つコン ーション指導をしていきます。 ウントで踊ってい
る も、 で踊っている も を ってはいけません。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。 がやりにくそう
にしているとこ 、 え とこ をチェックしまし う。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。チェックし を

にフォローし り、全体に し すことで 応しまし う。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。振り は の

中力が ないようにテンポよく 行 せまし う。

クォーター末試験評価方法

出席20％、発表内容50％、平常30％
特に試験は実 しません。発表内容や取り み方、 発 などを評価していきます。 を
げ、 力・分 力を最 に発 し指導しまし う。ま 、 のレッスンを良く し、自身の

指導に かしまし う。
テーマ 授業内容

コン ーション指導①
1 つコン ーション指導をしていきます。 があっ 合
は 応にとどまら 、 えを全 と しまし う。

コン ーション指導②
1 つコン ーション指導をしていきます。振りを えて覚
えている を見 、指 して 出来るようにしまし う。

コン ーション指導③
1 つコン ーション指導をしていきます。出来ないとこ を出
来るように、分かり く を えまし う。

出席20％、発表内容50％、平常30％
特に試験は実 しません。発表内容や取り み方、 発 などを評価していきます。 つ
とつの 動に 力があるよう、常に自 を持って りまし う。ステージと です。自身の

力や実力を自身を持って表現していきまし う。

コン ーション指導④
1 つコン ーション指導をしていきます。 を える
のには自分の動きを理 に する必要があります。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。 出来ないの
か 出来るのか どうす 出来るのか を えまし う。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。 は の方
が体が動きます。 の 持ちを る を作りまし う。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。振りを覚え ら に
合 せて 回も踊らせますが、その 点を えまし う。

コン ーション指導
1 つコン ーション指導をしていきます。ダンスレッスンでは、
に ま 習い い と思 せる演出が重要なポイントです。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席20％、発表内容50％、平常30％
特に試験は実 しません。発表内容や取り み方、 発 などを評価していきます。
うまいだけの のダンスではなく、 に る なダンス を心がけまし う。

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。 に見
せているのかを し、 をとらえて踊りまし う。

ダンス学科

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。3分
は思っ より いので、 ース 分を えまし う。

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。見せ
を して踊りまし う。メリ リだ 事です。

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。目力も 事
です。体と じように、目も筋肉 筋 を使って力を します。

3分 のソロ フォーマンスの発表②
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。 ウント
は で う です。踊るときは を きまし う。

3分 のソロ フォーマンスの発表③
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。 ウント
が見えるダンスより が こえるダンスを踊りまし う。

3分 のソロ フォーマンスの発表④

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。踊りは
平常では踊 ません。テンションをマックスまで上げまし う。

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。踊ると
いうことは 演じる ことです。いつもの自分は てまし う。

1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。練習は
ですが、練習の通り踊 うとせ ロからスタートしまし う。

クォーター末試験評価方法

出席20％、発表内容50％、平常30％
特に試験は実 しません。発表内容や取り み方、 発 などを評価していきます。ま 、

に 名なダンサーの踊りを見るように心がけまし う。いい踊りを見て、自分のイメージを
にすることも、ダンサーにとって重要なことです。

テーマ 授業内容

3分 のソロ フォーマンスの発表①
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。発表の
前に 分練習を重 まし う。練習は、もち んフルアウトです。

Ⅰ・ クオーターでは、 3分 のソロ・ダンス を踊りきりまし う。1分 なら でも持続できま
す。その を踊りき るようになりまし う。ジャンルは自由です。1 で踊る覚 を持って、自
のあるダンスで、プレ ンテーションしてくだ い。ま の踊りを見て ・ をしっかりと見
、自身の踊りに せまし う。な 講師は、 としての演 動を て、ダンサーやイン

ストラクター、振付師、ダンススタジオ 、 きに っての実 験を持ちます。
到達目標
ダンサーは、基本 にはソリストです。 で踊っていようが、 がしっかり踊りき ていなけ 、その

価 は になります。ここでは、ソロで踊る力を養います。 に ではなく、踊り 作品 の り み
方、見せ続ける 力や 中力、心身ともに する能力などが必要になります。こ らがあって、 て表現
力が ま るのです。

授業計画

3分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。踊りき
る には自分を じ ることが になります。

3分 のソロ フォーマンスの発表①
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。3分
を踊り ることが です。その にはま 中力 です。

テーマ 授業内容

3分 のソロ フォーマンスの発表②
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。1 で
踊るのは 常に します。 に ち つのも 中力です。

3分 のソロ フォーマンスの発表③
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。踊る前
に覚 を まし う。この覚 しでソロは踊 ません。

3分 のソロ フォーマンスの発表④
1 つ に 3分 のソロ フォーマンス を発表します。踊る前
に き りまし う。この き りこそ きな力になります。

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

フォーマンスプレ ンテーションⅠ



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席20％、発表内容50％、平常30％
特に試験は実 しません。発表内容や取り み方、 発 などを評価していきます。見ている が踊
り くなるような、 の心をゆす る踊りを目指してくだ い。その には自分自身が、ま し ること。
ついつい てしまいがちな 点 です。そして、こ は 持ち続けなけ ならない、ダンサーの
ポリシー でもあります。

1分 のソロ フォーマンスの発表④
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。踊り
で の を え 、見てるものは 瞬で き ま ます。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。表 を
に ら 目や 、体全体から出る表 を にしまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。 の
持つグルー とダンスのグルー を合 せまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。 を

り にしているのか、自分の 力を 確に表現しまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。スタジ
オの に まら 、 き け ス ールを心 けてくだ い。

学期末試験評価方法

1分 のソロ フォーマンスの発表①
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。踊る前
に自分を解 して、 こえてき に 応しまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表②
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。 を

いて を表現しまし う。 ウントダンスは 物です。

1分 のソロ フォーマンスの発表③
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。体から

が出ていますか その と をマッチ せまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。 上
く 踊 うと思ってはいけません。 に踊ってくだ い。

クォーター末試験評価方法

出席20％、発表内容50％、平常30％
特に試験は実 しません。発表内容や取り み方、 発 などを評価していきます。 を

り にしているかを 確に することが です。そこを しないと踊りに 力が ま
ません。

テーマ 授業内容

1分 のソロ フォーマンスの発表④
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。前に
する が重要です。どうす をかけら るか えまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。自分の

を作りまし う。その には演じることが です。

1分 のソロ フォーマンスの発表
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。自分を
ア ールする を身に付け しまし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表①
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。オー
ィションだと思って きな で してから まし う。

1分 のソロ フォーマンスの発表②
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。最 か
らマックスで踊るにはスイッチの 方が重要になってきます。

1分 のソロ フォーマンスの発表③
1 つ に 1分 のソロ フォーマンス を発表します。 きく、
力強く、 を るがすように踊りまし う。

3・4クオーターではオー ィションを して 1分 のソロ・ダンス を踊りまし う。実 にオー
ィションに必要な瞬発力を し、プレ ンテーションしていきます。ま に 評をし、 の

踊りを評価することも覚えまし う。 のダンスを ・分 することも、自身のステップアップに
です。講師は、 としての演 動を て、ダンサーやインストラクター、振付師、ダン

ススタジオ 、 きに っての実 験を持ちます。
到達目標
オー ィションでのダンスは で自分の 力や実力を発 しなけ なりません。3分 の

と い、最 からクライマックスのつもりで っていかなけ なりません。その の感 や
ィコントロール、 中力、そしてなにより き り も必要になってきます。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

フォーマンスプレ ンテーション

科目区分



学期

春 演習 実

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
の踊り方を理解して との いを表現できているかをポイントとします。振

付を 確に取り、 の表現や振付の を理解しているかもポイントとします。

試験 学期末試験
コン ーションを覚えて発表をします。 の特性を
理解して表現していきます。

ダンス学科

コン ーション①
の振り付けを覚える力をつけていきます。 だ覚え

るのではなく特徴を掴 事が です。

コン ーション②
コン ーションを覚え ら か のどちらかに っ 踊
り方にならないように をつけます。

コン ーション③
に するアプローチや のイメージ、感 表現も えながら

踊っていきます。もち んジャンルも えながらです。

イントロダクション①
体の使い方を覚えていきます。基本 には ですがジャズの
要 も ってきます。

イントロダクション②
表現方法を覚えていきます。 の要 を取り て 細に踊
ることを心 けていきます。

イントロダクション③

コン ーション②
コン ーションを覚え ら が まることなく、 な動き、

なダンスを して表現できるようにしていきます。

コン ーション③
、 、 、 の き、 の など つ つを 事にし尚 つ
きく踊る為にどうするか していきます。

アク ントの取り方を覚えていきます。 の取り方とは う
の使い分けが出来るようにしていきます。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
振付に する 確 をポイントとして見ていきます。ま 、ダイ ックに踊る事が出来ているか、

をしっかり いて踊っているか、などコン ーション全体を評価の として見ていきま
す。

テーマ 授業内容

について
アーティストのバックダンサーがよく踊っているジャンルです。

との いを って踊り分けをしていきます。

1年 の に学んだ事を 確認していきます。常に体全体でリズムを取る事を 力していき、動
きに を作っていきます。ま 、 ップ ップダンスをベースにジャズダンスの要 を取り

ップ ップジャズも学んでいきジャンルの を げていきます。講師はアーティストの振付・
バックダンサーの実績があり ダンススタジオでの クラスを け持つなど実 験を持ち
ます。
到達目標

なレベルアップを目標とします。 ップ ップは だけどジャズは 、 に ップ ップは
だけどジャズは 、という事がなくなるようにそ の特性をしっかりと掴み、踊りの

を げてジャンルにとら る事のないフレキシ ルなダンサー を作っていきます。

授業計画

発表 クォーター末試験
コン ーションを覚えて発表をします。基礎能力が上がっている
かの確認もしていきます。

リズムトレーニング
2年 になっても基本 なとこ か見 していきます。リズムト
レーニングをしっかりと行い基礎能力の 上をしていきます。

テーマ 授業内容

表現の確認
、 の 理を中心に表現の 方を確認していきます。 が

てしまう事なく動けるようにしていきます。

ステップ練習
上 身、 身のバランスを えて 確にステップを んでいき
ます。 きく動いても て見えないようにしていきます。

コン ーション①
いかに く、 確に えら 振付の を理解して覚える力を
つけていきます。

担当講師

科目概要

科目名 科目区分

ップ ップ



学期

演習 実

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

ダンス学科
担当講師科目名

ップ ップ

科目区分

3 に行 る2年 の である 業 演 に けて体作りを 続し、体の使い方、振りの
覚え方、表現の 方など、全てに いてバランスよくレベルアップをしていきます。自分の な
部分から げ をしていきます。講師はアーティストの振付・バックダンサーの実績があり
ダンススタジオでの クラスを け持つなど実 験を持ちます。

到達目標
細かいとこ まで自分の動きを確認していき な動きが く、尚 つオリジ リティのあるダン
スを出来るようしていきます。 業 演の振付はリ ーサルを して行います。振りを く自分
の物にして踊り みをしていきます。

授業計画
テーマ 授業内容

リズムトレーニング・応用
自分のリズム取りの見 しをしてトレーニングをしっかりと

行い基礎能力の 上と応用を覚えます。

表現の確認・応用
表現の 方を確認していきます。 を けても自分で えら
表現を出せるか していきます。

ステップ練習・応用
1年 からここまでに習ってき ステップの確認とそこからのバリ ーショ
ンを していきます。 確なリズムも えながら行っていきます。

コン ーション①
どのようにす 振付を覚えるス ー を上げら るか覚え方の

を えて振り取りに みます。

コン ーション②
振付の を理解して自分よがりのダンスにならないように
して振付 の え い表現を出来るようにしていきます。

コン ーション③
体の部分部分、全ての に を行き らせ全身で踊るようにしていきま
す。 きく踊ることと に踊ることの いが かるようにしていきます。

発表 クォーター末試験
コン ーションを覚えて発表します。全身を使って振付を覚えて
細かいとこ まで見 と ないようにします。

クォーター末試験評価方法

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
業 演の振付に る前の最終確認と え、ここまでに習ってき 体の使い方、 の表現、

振付の を理解しているかをポイントとします。もち ん 確に踊ることを 前 とします。

テーマ 授業内容

業 演①作品イメージ
振付に る前に振付と のイメージを えます。そこからイメージ
を膨らませていき振付に っていきます。

業 演②振付
リ ーサルとして行うので ない振り しで く 確に振付を
覚えて細かいとこ までこだ っていきます。

業 演③振付
の出し方や まで細かくチェックしていきます。自分の を

で確認をして しでも動かせているか確認していきます。

出席30％、試験50％、平常点20％とします。
年 で学んでき 全ての事を理解して実力として できているかをポイントとしていきます。

ま 業 演の作品の中で全 と 力し合い、作品の を上げていく 力を行ってい か
もポイントとします。

業 演④振付
全 で振りの確認をしていきます。 の出し方や が全 で

っているか確認していきます。

業 演 踊り み
作品の踊り みをしていきます。出来ない が くなるまで
り し練習を行い を上げていきます。

まと
年 で学んだ事を作品に せていきます。ま 全 で作品

に する チベーションを上げて 持ちを ていきます。

最終確認
を て全 で踊り、動画 をして に見て りないと

こ 発見して しを行います。

発表 学期末試験
業 演の作品を踊ります。最 の試験なので いのないように

踊りきるようにします。

学期末試験評価方法
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