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Ⅰ.	 はじめに

　伊澤ヱイ（1885〜1965）は、明治43年姉、藤村
トヨの経営する東京女子体操音楽学校を卒業後、坪
井玄道の助手を務め、ダンスに携わる。以来半世紀、
女子の体育一筋に生き、日本のダンス教育の礎を築
き、新風をもたらした人物である。
　本研究は、先行研究を踏まえ、伊澤ヱイの基本運
動や作品における動きの実際を明らかにすることを主
眼とし、そこから伊澤のダンス理念やダンス教育に

果たす役割を考察するものである。また、昭和25年
5月に発行された『学校ダンス』にそって、伊澤ヱイ

の基本運動及び作品を再現し、映像化を試みた。こ

の映像資料が、伊澤ヱイの動きの伝承や研究の基
盤となることを視野に作成し、今後のダンス教育に果
たす役割を考察する。

Ⅱ.	 研究方法

1.		『学校ダンス』（昭和25年）の分析
　基本運動の内容と主要動作を対象学年（発達段
階）別に「上肢・下肢・体」に分け、当時の指導法と

特徴の考察を行う。また、指導項目上にある「跳躍・
表現・その他」も加え検討する。作品分析においては、
作品の傾向と音楽の特徴について探る。	

2.		『学校ダンス』の「動き」の再現及び映像化
　伊澤ヱイ著の参考指導書『学校ダンス』（昭和25
年）の「動き（基本運動）」と作品に着眼し、小学校・

中学校・高等学校の「動き」の再現及び映像・保存
を行う。

3.	 その他　
　伊澤が残した運動指導法に関する当時の文献や

指導テキストの製本を行う。また、ドイツ留学時の伊
澤の日記やメモをワードに記録する。

【先行研究】
　伊澤ヱイに関する先行研究は、研究紀要16編・
書籍2冊がある。内容は、伊澤の業績に関するもの（6
編）、作品について（3編）、ダンス観について（1編）、
基本運動に関連するもの（8編	/	含2冊）に分類され

る。先行研究は、基本運動や作品における動きの研
究はあるものの、何れも断片的（部分的）で、紙面上
での分析に限られており、本研究とは方法・内容を

異にするものである。（表1）

【語彙定義】
「上肢・下肢・体」
　伊澤は、『学校ダンス』の中で「上肢・下肢・体」
の事を「腕・下肢・体」と述べている。本研究において、
分類の項目では「腕」は「上肢」と呼ぶことにする。

Ⅲ.	 伊澤の経歴とダンス理念

1.	 伊澤の足跡
①経歴と業績
　伊澤は、明治18年	香川県綾歌郡坂出町に藤村
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九平の五女として生まれ、明治42年	東京女子体操
音楽学校入学、翌年卒業、その後同校へ勤務する。
昭和3年	姉トヨと共にドイツに留学。昭和21年学校
体育指導要綱調査委員となり、翌年、『日本体育指
導者連盟篇学校体育指導要綱解説（六）ダンス篇』

（目黒書店）を発行し	、昭和25年	金子書房より『学
校ダンス』を発刊	する。その後、昭和30年	井之頭
学園	藤村女子中学校・高等学校校長に就任し、同
年8月	藤村学園東京女子体育短期大学学長に就任
する。昭和31年には、日本女子体育連盟副会長や

東京都体操協会副会長に就任し、昭和34年には、
皇太子殿下御成婚記念の祝賀の行進曲に振付した

『光のダンス』を創作・指導し、昭和37年	には、東

京女子体育大学初代学長に就任し、短期大学学長
を兼任する。昭和39年	東京オリンピック前夜祭マス

ゲーム並びに閉会式は松明のダンスを演出・演技
指導を行い、本学学生も参加出演した。昭和40年
脳出血の為死去	生前の功により「勲三等瑞宝章」を

受ける。その他にも、「女子体育功労者として表彰」、
「教育功労者として表彰」、「アカデミア賞」、「第一
回リッカー賞」、「藍綬褒賞」、「平沼賞」など、数多
くの賞及び叙勲を受けている。（表2）

②伊澤が執筆した文献・テキスト

　伊澤ヱイ著の主要文献7冊、実技テキスト16冊で

あった。（表3）

著者 題　　目 出　　版 発行年
1 伊澤やゑ子 伊澤ヱイの生涯（その1） 東京女子体育大学紀要第6号 1971

2 小川原春恵
田川　典子 ダンス動作の分析　 東京女子体育大学紀要第13号 1978

3 高橋　繁美
田川　典子 蛇動運動の形態学的研究 東京女子体育大学紀要第14号 1979

4 林　真幾子 既成作品再考 東京女子体育大学紀要第14号 1979

5 小川原春恵
田川　典子

ダンス動作の分析　そのⅡ		
―脚の前・後振りと股関節の柔軟度との関係について― 東京女子体育大学紀要第14号 1979

6 山田　敦子
田川　典子 伊澤ヱイに関する研究（1） 東京女子体育大学紀要第16号 1981

7 山田　敦子
田川　典子 伊澤ヱイに関する研究（2） 東京女子体育大学紀要第17号 1982

8 高橋　繁美
田川　典子 蛇動運動の形態学的研究（2） 東京女子体育大学紀要第19号 1984

9 冨川　知加
田川　典子 伊澤ヱイに関する研究（3） 東京女子体育大学紀要第19号 1984

10 高橋　繁美 蛇動運動の形態学的研究（3） 東京女子体育大学紀要第20号 1985
11 奥野　知加 伊澤ヱイに関する研究（4） 東京女子体育大学紀要第20号 1985
12 奥野　知加 伊澤ヱイに関する研究（5） 東京女子体育大学紀要第21号 1986
13 高橋　繁美 蛇動運動の形態学的研究（4）　―その指導法の一考察― 東京女子体育大学紀要第22号 1987
14 奥野　知加 伊澤ヱイの作品に関する研究（1） 東京女子体育大学紀要第22号 1987

15 奥野　知加 伊澤ヱイの作品に関する研究（2）
―同時代におけるドイツ留学者との比較― 東京女子体育大学紀要第23号 1988

16 奥野　知加
田川　典子 伊澤ヱイに関する研究　―ダンス観について― 舞踊学会紀要第11号 1988

17 高橋　繁美
田川　典子 ダンスの基本運動 新思潮社 1982

18
高橋　繁美
田川　典子
奥野　知加

新版ダンスの基本運動 国土社 1996

表1　先行研究一覧
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表2　伊澤ヱイ年譜

明治	18年	 1885	 5月28日	 香川県綾歌郡坂出町に藤村九平の五女として生まれる	 	
明治	35年	 1902	 5月10日	 山崎周信「東京女子体操学校」設立、高橋忠次郎監督	 	
	 	 	 6月	 松平直敬校長となる	 	
	 	 	 10月	 体操学校小石川区茗荷谷町移転	 	
	 	 	 11月	 私立東京女子体操音楽学校と改名	 	
明治	36年	 1903	 3月	 体操音楽学校校舎麹町区飯田橋に移転	 	
	 	 　　　			 東京女子体操音楽学校設立者高橋忠次郎になる	 	
明治	37年	 1904	 6月	 体操音楽学校下谷区中真町移転	 	
明治	41年	 1908	 3月	 姉トヨ、東京女子体操音楽学校校長となる	 	
	 	 	 4月	 伊澤夫妻上京	 	
明治	42年	 1909	 4月	 東京女子体操音楽学校入学　	 		
	 	 　　　		 東京女子体操音楽学校	下谷区三崎町移転	 	
明治	43年	 1910	 3月	 東京女子体操音楽学校卒業	同校勤務	 	
昭和	 3年	 1928	 11月	 東京府より欧米体育視察の命をうける	 	
	 	 	 11月18日	 ベルリン研修始まる	 	
昭和	 4年	 1929	 3月	 姉トヨと共にドイツ、フランス、イギリス等諸国の体育状況を視察し帰国する	 	
昭和	 6年	 1931	 1月	 「体育ダンス」目黒書店より発行	 	
	 	 	 5月	 姉トヨ、ドイツよりワルター、ブラント両招聘	 	
昭和	10年	 1935	 3月	 目黒書店より「体育ダンスと唱歌遊戯」発刊	 	
昭和	11年	 1936	 1月	 宮辺書房より師範大学講座体育第九巻「体育舞踊」発刊	 	
	 	 	 12月	 現代学校体育全集小学校篇第七巻「小学校唱歌遊戯・行進遊戯」を成美堂書店より発刊	 	
昭和	12年	 1937	 6月	 連文館より師範大学講座体育改正体操教授要目解説第五巻	 	
昭和	19年	 1944	 4月	 東京女子体育専門学校教授	 	
昭和	21年	 1946	 4月	 私立藤村中学校・藤村高等女学校副校長	 	
	 	 	 11月	 学校体育指導要綱調査委員	 	
昭和	22年	 1947	 10月	 目黒書店より「日本体育指導者連盟篇学校体育指導要綱解説（六）ダンス篇」を発行	 	
昭和	25年	 1950	 4月	 東京女子体育短期大学に昇格同時に理事になる	 	
	 	 	 11月	 金子書房より「学校ダンス」発刊	 	
昭和	26年	 1951	 3月	 組織変更に伴い東京体育大学短期大学教授となる	 	
昭和	29年	 1954	 4月	 金子書房より「新学校ダンス」発刊	 	
昭和	30年	 1955	 1月18日	 姉トヨ死去	生前の功により勲五等瑞宝章受く	 	
	 	 	 3月	 井之頭学園藤村女子中学校藤村女子高等学校校長就任	 	
	 	 	 8月	 藤村学園東京女子体育短期大学学長就任	 	
	 	 	 11月	 女子体育功労者として宮中園遊会に御招待を賜る	 	
昭和	31年	 1956	 4月	 日本女子体育連盟副会長就任、東京都体操協会副会長就任	 	
	 	 	 8月	 伊澤エイの創作したテレビ体操がNTV放送局より放送される	 	
昭和	32年	 1957	 1月19日	 日比谷公会堂にて藤村トヨ三回忌追悼会及第1回体操研究発表会行う	 	
	 	 	 4月	 関東体操協会副会長就任	 	
昭和	33年	 1958	 	 資生堂制定美容体操を伊澤エイが創作し指導	 	
昭和	34年	 1959	 4月	 皇太子殿下御成婚記念の祝賀の夕に東京女子体育短期大学生及び藤村女子高等学校生徒合同にて祝賀行進曲に振付けした「光のダン	
	 	 	 	 ス」を創作し指導する		
	 	 	 5月	 東京都知事より教育功労者として表彰される	 	
	 	 	 10月	 第一回国民体育大会開会式に於いてさきの祝賀行進曲を演技	 	
昭和	35年	 1960	 	 「乙女らの踊る姿は見えずして振るともしびの光るこの宵」と御歌が発表された	 	
昭和	36年	 1961	 6月	 東京女子体育短期大学吉祥寺校舎より国立校舎に移転はじまる	 	
昭和	37年	 1962	 1月20日付	 東京女子体育大学設置認可をうく	 	
	 	 	 3月	 エイ創作によるリズム体操発表される（日本体操協会制定）	 	
	 	 	 4月	 東京女子体育大学初代学長就任、短期大学学長兼任	 	
昭和	38年	 1963	 1月	 日本体操協会副会長就任	 	
	 	 	 4月	 関東体操協会顧問就任、東京都体操協会顧問就任	 	
	 	 	 9月	 日本学士会名誉会員に推薦される	 	
	 	 	 10月	 日本学士会よりアカデミア賞をうく	 	
昭和	39年	 1964	 3月	 藤村女子高等学校体育教育活動の成果に対し東京都代表として第一回リッカー賞をうく	 	
	 	 	 5月30日	 新思潮社より「図説体育ダンス」発刊		
	 	 	 9月23日	 カール・デーム夫人大学にて講演	 	
	 	 	 10月9日	 東京オリンピック前夜祭
	 	 	 	 東京女子体育大学・東京女子体育短期大学生により（ダンス希望）を演出、演技指導を行う	 	
	 	 	 10月10日〜24日　東京オリンピック開催、開会式演技参加	 	
	 	 	 10月24日	 閉会式	タイマツ出場　オリンピック開催中ソ連ピアニスト及びスペイン体育家講演	 	
	 	 	 10月	 教育功労により藍綬褒賞受賞	 	
	 	 	 11月	 日本体操協会より日本体操界への貢献により平沼賞をうく	 	
昭和	40年	 1965	 1月2日	 脳出血の為死去　生前の功により勲三等瑞宝章
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　（文献7冊中5冊、『體育ダンス』（昭和6年）、『體
育ダンス（唱歌遊戯）』（昭和10年）、『学校体育	指
導要綱解説ダンス編』（昭和22年）、『学校ダンス』
昭和25年5月発行、『新学校ダンス』昭和29年4月
発行）と実技テキスト16冊においては各5冊づつ本
研究にて製本を行った。）

③伊澤が残した作品
　伊澤は、280余りの作品を残していた。（表4）

2.	 ドイツ留学の足跡と基本運動について
　坪井玄道の助手時代（昭和初期）、唯一のダンス

指導書『行進運動法（坪井玄道訳）』をもとに授業が

進められる中、伊澤は、「私には此の少しの上肢運
動とステップの編形では物足りなさを覚えるようになっ

た。そこで身体を体操的に動かせる全身的な運動の

含まれているダンスをと考え、殊に運動会用教材とし

て動きの大きなものを創作してみたくなり（後略）」（1）と

述べている。伊澤は、当時の部分的で画一的な運
動に疑問をもち、学校ダンスの在り方を模索する中、
昭和3年その解決策を求めてドイツに留学	（昭和3
年〜4年）する。
　坪井玄道の没後、ダンス指導にあたった伊澤は、
固くなりつつある生徒の動きや不自然な姿勢の矯正・

年度 著書 作品数 出版会社
1 昭和	6年 體育ダンス 38 目黒書店
2 昭和	10年 體育ダンス（唱歌遊戯） 68 目黒書店
3 昭和	11年 師範大学講座體育第九巻　體育舞踊 6 目黒書店
4 昭和	22年 学校体育指導要領解説　-ダンス編- 21 目黒書店
5 昭和	25年 学校ダンス 35 金子書房
6 昭和	29年 新学校ダンス 20 金子書房
7 昭和	39年 図説体育ダンス 61 新潮社

　※本学ダンス研究室にある文献を抽出（7冊中5冊の製本を行う。）

　※本学ダンス研究室にある実技テキストを抽出（全16冊の製本を行う。）

表3-1　伊澤ヱイ著の文献

表3-2　伊澤ヱイ著の実技テキスト

年度 冊子 作品数
1 昭和	29年 伊澤ヱイ先生夏講習　学校ダンステキスト 8
2 昭和	30年 昭和三十年度　伊澤ヱイ先生夏季講習プリント 10
3 昭和	31年 体育ダンス参考作品集　（主として運動会用） 9
4 昭和	31年 東京女子体育大学　伊澤ヱイダンス　夏季講習テキスト 5
5 昭和	32年 体育ダンス参考作品集　大野蝶　振付　　伊澤ヱイ　振付 7
6 昭和	32年 昭和三十二年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 8
7 昭和	33年 昭和三十三年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 7
8 昭和	34年 昭和三十四年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 6
9 昭和	35年 昭和三十五年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 4
10 昭和	37年 昭和三十七年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 3
11 昭和	38年 昭和三十八年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 3
12 昭和	39年 昭和三十九年度　夏季講習　伊澤ヱイ先生振付　学校ダンステキスト 1
13 昭和	40年 昭和四十年度　藤村学園　東京女子体育大学　ダンステキスト 2
14 昭和	41年 昭和四十一年度講習会ダンス　秋の舞 1
15 昭和	42年 昭和四十二年度　夏季講習会参考作品「村つばめ」 1
16 昭和―年 東京女子体育短期大学　伊澤ヱイ　ダンステキスト 19
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表4-1　伊澤ヱイの作品
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指導に苦慮していた。その当時のドイツは、自然主
義が各分野に浸透し、身体文化と関連するものとして

は、型の束縛からの解放による自由運動が自然運動
へと進展していた状況にあった。この活動の中で当
時活躍していた、カルマイヤ、ボーデ、ヴィグマン、
ドロテヤシュミット、テスマンらに師事した伊澤は、「シ

ステムに於いて各々特徴を持っていたとしても私の感

じ取ったものはボーデの自然体操が全部根本になっ

ている事である。」（2）ことを理解した。
　伊澤は、ドイツには有名な体育の学校が沢山あり、
どの学校の特徴も学びたいと考えた伊澤は、先ず自
然体操とダンス、それから各学校の体育施設と実際
の視察などを考えていたが、最終的に、最初に飛び

込んでいったのが、ヴィグマンの学校であった。

表4-2　伊澤ヱイの作品
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　研修中、自然主義思想に共鳴し啓発された伊澤
は、ボーデの表現体操「音楽を体操に随伴させた

身体表現である運動の流動的プロセスを重視し、表
現体操を緊張と弛緩のリズムにおいて捉えようとし

た。」（3）を基礎と捉え、実践を重ね、伊澤のドイツ留
学の日記からは、主にボーデとヴィグマンの理論と実
際を基盤としている事が読み取れた。
　伊澤のいう自然運動とは、ドイツギムナスティック

連盟の提唱する理念と地盤が基礎になっている。伊
澤は、「自然運動は科学的見地から、身体の自然の

動きを研究した基本運動である。即ち身体各部の部
分的運動から次第に調和的動きに導き、自由自在に

活動なし得る基礎をつくるのである、（中略）総てあら

ゆる事物はみな土台が大切である。特にダンスの如
き身体の動きの自由性と、感情の表現を主とする運動
には軽視することのできない運動法である、（後略）」
（4）と述べている。
　また、中でも、伊澤は、「緊張と解緊」は自然運動
の本質ともいえるべき運動で、あらゆる動きの基礎基
本となるものと確信した。従って、基本運動の動きの

質の要素を、緊張解緊・弾性・蛇動・振動・重心移動・
跳躍法とし、ダンスの基本運動とした。特に、柔軟
度の意識を喚起することに努力をはらった。

3.	 基本運動の実践（学校体育のダンス）
　伊澤は、芸術の域までの理想を掲げながらも、ま

ずは自然運動法による身体づくりこそが第一義でと考
え、ドイツの各学校で基礎的なコースを選択し動きの

習得に励んだ研修と体験を基盤に帰国後は、学校ダ

ンスにおける活動に一層の使命感と自信を持って取
り組んだ。『学校体育指導要綱解説―ダンス編―』
の中で伊澤は、「元来わが国の学校ダンスは、多く

欧米より採り入れられたものである、然し欧米の婦人
と我国の女子は、体格・体質･習慣において非常な

相違のあることはいうまでもない。従ってダンスに於い

ても、各国の長を採りてわが国を補い、現在の我国
情に照らして児童の能力に鑑み、身体の発育と健康
を助長し容姿を整え、動作を優美に、明朗快活な女
性たらしむるために我国の女子に適応したものに、そ

れぞれの立場において創作すべきは勿論、又既成

教材に対しては、形式内容につき慎重に研究し目的
達成に努力せねばならぬ。」（5）と述べ、日本人の身体
を根本的に研究しながら、自然運動の大切な部分か

ら徐々に手をつけた。伊澤のいう基本運動とは、ドイ

ツのものをそのままではなく体型や習慣の異なる我が

国の女子にふさわしく研究改良したものである。
　帰国以来の発表は、全て伊澤自身が創作した作
品であった。ヴィグマンの舞台を見て、美しい表現
が出来る身体は、訓練の重大さを思わざるを得ない。
特にダンスには基本の重要性を感じ、ダンス指導に

あたって基本指導を部分的に細に指導することである

と信じ、上肢・下肢、体に分けると共に各々の主運
動の特徴を分解して練習し、上肢と体の連繋、下肢
と体の動きのつながり、全身の釣り合いというように細
から微に亘って指導することが踊の上にも創作する上
にも大切な事と考え、実践を進めた。従来の「ステッ

プと跳躍」を中心としたダンスから、身体の動きを素
材とする「基礎運動」に重点を置いて指導を行い、動
きの美を推進し創作の糧としてのダンスの教養を与え

るとともに表現技術の培養に役立つよう指導を行った。	
　伊澤は、基本の重要性を『学校体育指導要綱解
説―ダンス編―』の中でも、「基本資材を与えて、指
導者･児童･生徒自らによって建設させようとするので

ある。（中略）指導者は自然運動と基本ステップを勘
案して、各々に適応した教材を創作すると共に、一
方児童生徒にも、これら基礎指導によって、各自模
倣表現より感情表現を自由ならしめ、漸次創作的表
現に導き、身体の自然的動きの美を発揮させ、ダン

スの創作をなし得るまでに導くのである。」（6）と述べ、
指導実践を進めていった。

Ⅳ.	『学校ダンス』（昭和25年金子書房）の
概要

　　
1.		『学校ダンス』の目的
　基本運動の具体的な内容と指導法について主にま

とめられている。本書は、『学校体育指導要綱解説』
（昭和22年）後すぐに出版されている。その訳に、
若い指導者へのダンスの根本的な動きをつかむため

の参考書として発刊されたものである。
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　『学校ダンス』（昭和25年金子書房）は、第一部	
基本運動	第二部参考作品　第三部　参考作品楽
譜で、構成されている。本書は、基本運動に重点を

置き、参考作品を加え、各章年齢層に即した動きの

指導実践方法が示されている。	
　伊澤は、「わたくしは、まず基本を重視せよ、そし

て舞踊する身体をつくれ、とは長年力説して来た趣
旨である。若い指導者諸氏はダンスの根本的な動き

をつかむために特別な研究をされることを希望する。
そして子弟を思うままに踊れるよう指導して貰いたい。
踊りたい盛りの子供等が良い教師が得られないため

に少女時代を無為に過ごさせるようなことがあっては

ならない。」（7）「従来のように出来上がった作品を模
倣ばかりさせていたのでは、動きの信念を味合わせ

ることができないばかりでなく創作力も鑑賞力も養うこ

とは不可能である。」（8）と述べ、舞踊する身体には、
基礎的な身体が重要であり、それらを獲得することで、
表現創作の幅が生まれる事をこの本で唱えている。	

2.	 基本の要素
　基本の要素は、年齢層に適したリズムの理解と胴
体を中心とした手足に調和的動きの訓練であり、大
別すると「全身の緊張解緊」「重心の訓練」「弾性の

訓練」「蛇動の練習」「各種のステップ」の5種類を

あげている。ステップ以外の4種類の基本要素は、
各々ダンスの動きの中に自然に織り込まれ、創作の

場合には動きの基本となっていることが示されている。
これらを基に、「生徒の素質に適応するように各運動
を適当に摘出して、（中略）創意工夫を凝らし、いか

にすれば舞踊する身体を作り出せるか、土地の環境、
学校の実情生徒の心身の発育程度に応じ指導者に

おいて適当に研究選択してほしいのである。」（9）と述
べている。

3.	 基本運動（学年対象別）
（1） 小学校基本運動（表6）
　1・2学年では表現遊びを行い、3・4学年では1・
2学年の延長として、次第に動きの目標をはっきりさせ、
「動く意欲」と「動きの美」を知らせ、最も「身体が軽
く」最も「身体の柔軟」な時期を無意に過ごさないよう

促している。1・2・3・4年生では、上肢の運動が多
く見られた。また、5・6年生では、上肢・下肢の部
分的な基本の要素に入り、体では運動・表現・リズ

ムと分けた指導が行われていた。
1）小学校1・2学年
①主運動		（手指）

【指あそび（屈げ伸ばし・指の開閉）】	
　屈げ伸ばしでは、親指屈・人差指屈・中指屈・
薬指屈・小指屈と指を屈げ伸ばしをする練習を行い、
「結んで開いて…」などの歌詞をつけ、律動的に動
きを獲得するよう指導が促されていた。指の開閉で

は、速度を変えて練習行い、歌いながら・歩きなが

ら練習をして興味をそえ、徐々に指の動きを高めてい

くことが促されていた。
　伊澤は、「日本人は外国人と比較して指の動きは

器用だといわれている。（中略）	ことに女子の日常生
活では裁縫手芸･音楽・家事のこまかい仕事には指
の微妙な働きによらないものはない。」（10）と身体の末

小学校 上肢の運動 下肢の運動 体の運動

1・2年
手指・腕
遊び

3・4年
手首の緊張と解緊
腕を振る
　　表現

5・6年
腕の緊張と解緊
柔らかな動き・強さ
腕の動揺

足首の緊張と解緊
足を振る
足の伸縮

首・肩・胸の運動
跳躍
表現
リズム

表6　小学校　基本運動の学年対象別	指導要素
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端である「手指」の重要さを述べ、当時の女子の職
業が、指が主となっているのに鑑み、幼児より指のリ

ズム的な訓練から行われた。

②主運動（腕）　
【腕振り、お花遊び・お山遊び】
　腕振りでは、「お手手ふりましよ、おやすみしましよ

う」「お手手あげましょ、あるきましょう」「車押しましよ、
後押ししましよ」と最初は言葉で表現して行わせ、次
は音楽で練習し、習熟度によってリズムを変えて練習
をしていた。
　お花遊び・お山遊びでは、「お花が咲いた、きれ

いな花」「お山ができた、大きな山」と左右対称の動
きを行い、歌によって動きの練習を行い、花の表現を

考えさせ、咲く花の表現法を説明し、いろいろリズム

を変えて練習を行っていた。
　腕の自然運動で運動感覚を練り、動きの自然性、
柔軟性を促進させ、ダンス的動きの観念を植えつけ

る事を目的に行われた。

③主運動（下肢）
【仲良し遊び・おうま遊び・兎遊び・亀さん遊び・汽
車遊び、蝶々の遊び、石けり遊び】
　各遊びでは、「お手手ひきましよ、せいのびしましよ」・
「お馬のおけいこいたしましよう」・「うさぎ	うさぎ遊び

においで」・「亀さん	亀さんあそびましよ」・「汽車ごつ

こするものよってきな」・「蝶 	々蝶 	々菜のはにとまれ」
など歌を歌わせながら、足先で歩かせたり、ジャンプ・
スキップ・ホップ・ステップを行い、最終的には自由
に表現させる練習を行っていた。また、1人の動きか

ら大人数で行うよう、工夫されていた。
　足は身体を支えて動きの根本となるので、足の柔ら

かな動き、歩行の強さ、持久力、速力などの熟練度
は動きの質量の向上に多大の効果をもたらすと考え、
幼少から至極大切と唱え訓練を行われた。

④主運動	（体の運動）	　
【小人遊び・犬遊び・せんだく遊び・シーソー遊び・
まりつき遊び・子守遊び】
　各遊びでは、「小さくなりましよ、おおきくなりましよ」

「わんこい	わんこい、かけてこい」「おせんだくしましょ

う、きれいにしましよう」「シーソーにのりましよう、あそ

びましよう」「ぽんぽんぽんぽん	まりつき遊び」を歌い

ながら、動きの練習を行い、子守り遊びでは、各地
方の子守歌をうたわせて児童の自由な表現を促して

いた。
　体の動きでは、手･足の動きと緊密な関係にあって、
全身の動きの根本をなすものと考え、体の緊張解緊、
屈げ伸ばし、柔軟性訓練などの訓練を行い、各種
スポーツの技術を向上や生活上の活動に対し大きな

役割を果たすことを目的に行われた。

2）小学校3・4学年
①手首の基本練習

【1.手首を伸ばして腕を前挙して解緊の練習　2.手
首側廻旋の練習　3.表現		雨が降る、雪がふる	　
4.表現 :いなびかり】の4つの練習を行う。
　手首の基本練習では、解緊・側廻旋の練習や表
現を行い、手首の緊張と解緊を練習させた後、日常
の自然動作や具体的なイメージで表現をさせる事を

促していた。基本要素として、解緊が取り上げられる。
ダンスにおける手首の柔軟性は、腕全体の動きを支
配すると考え、手首の解緊練習を通して、腕の操作
を自由にし、また美しくする事を目的に行われた。
②腕の基本練習

【腕をあげる運動・腕を振る運動・腕側開運動・腕を

廻す運動】の4つの練習を行う。
　腕をあげる運動では、「1.腕をかかしのように側に

あげましょう		2.腕を十五夜かお月様のようまんまるくあ

げましょう		3.お山の頂上をながめましょう		4.表現：美
しい川の流れ」と、腕をあげる動作を具体的なイメー

ジとリンクさせて動きの練習を行っていた。
　腕を振る運動では、「1.体を少し前に傾けて両手を

前にして解緊し、時計のふりこのように左右にふらせ

る。足を前後に開いて両手を前後に自由にふらせる		
2.表現：ぶらんこ遊び」と動きの感覚を獲得し、遊び

を通してイメージを膨らませていた。
　腕側開運動では、「表現	水泳遊び」、腕を廻す

運動では「表現		風車遊び」とイメージから動きの練
習を行っていた。
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③体の運動
【体の柔らかな前屈運動・体を伸ばす運動】の2つの

練習を行う。
　体の柔らかな前屈運動では、「1.表現 :蝶を捕らえ

ましょう	 	2.表現 :つみ草遊び」、体を伸ばす運動では

「1.表現：柿をもぐ		2.はねつき」とイメージから体の柔
らかさや伸びの動きを練習し、生徒に表現を考えさせ

自由に表現させるよう促していた。

④下肢の運動
【1.表現 :背比べ歩き　2.いもむし歩き　3.スケート遊
び		4.表現 :仲良し】
　下肢の運動では、歩きを中心に表現を交え、下肢
の運動の練習を繰り返し行っていた。

3）小学校5・6学年
①腕の運動

【緊張と解緊・腕の回旋・腕の動揺】の3つの練習を

行う。
　緊張と解緊を「柔軟な動き・強い動き」と言葉を言
い換え、手首・腕と緊張解緊の練習を連続して行い、
その後、三拍子の音楽を使用していた。腕の回旋で

は、腕を内方に廻し・両手を内に廻旋し・両手前挙
右手を上から後ろに廻し、足膝を柔らかに滑歩・ホッ

プ・前進を交えながら練習を行っていた。腕の動揺
では、両手側挙して右・左・両手斜上等の練習を行っ

ていた。

②下肢の運動
【足首の運動・緊張と解緊・脚を振る運動・脚の伸縮】
の4つの練習を行う。
　緊張と解緊では平均台を使用し、脚を振る運動で

は肋木支持をして、脚の解緊の感覚を掴む練習を

行っていた。

③体の運動
【首の運動・	肩の運動・胸の運動・体側に振る・体
側屈捻転】の5つの練習を行う。
　首の運動では、首を屈げた時と解緊した時を比較
させ、弾性を加え解緊度を体験させる練習が行われ

た。	肩の運動では、解緊・廻旋や美しいポーズを

行い、腕の優美な動きには肩の解緊の重要性を会
得させる練習が行われた。そして、胸の運動では、
解緊から胸を開く動きと美しいポーズの練習が行わ

れ、その他には、体側に振る・体側屈捻転など体の

側面を使った練習が行われた。
　首の解緊と動きは、体の解緊と柔軟な動きを促進
しポーズを美しくするための根本を養う練習として行
われた。

④跳躍	
　跳躍では、スキップ・ホップ・ツーステップ・ポル

カ等のステップ動作を連続して練習を行う。

⑤表現
　表現においては、以下の材料を参考に行われた。
　
参考例

動物（虫）： 犬、馬、象、兎、○、鳥、蝶、とんぼ、
かたつむり

自然現象： 雨、雪、雷、山,川、月、花
乗り物 　： 船、汽車、飛行機
遊び　　： まりつき、はねつき、こま、凧、なわ

とび

生活　　： せんたく、おそうじ、子守、ほたるが

り、草つみ、メダカ捕り

感情　　：	よろこび、かなしみ、おこる、あまえ

る、さびしい、つかれた、おそろしい、
はずかしい、おどろく、うらやましい、
きぼう

　伊澤は、「表現指導は厳密にいえば指導するもの

ではなく、感情教育によって児童の自然表現を誘導
すべきであることはいうまでもない。教師が児童の世
界を覗いて作り出したものよりは子供自らのものには

自然味があって良いものが多い。しかし表現意欲の

乏しい子供たちに対し、あるいは動きのより良い効果
をあげさせるためにはいかに育て、いかに伸ばしてい

くかが指導者に興えられた大きな課題であり研究で

あって、従来のダンス指導の殻を抜け出さねばなら
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ぬ理由がここにあるのである。」（11）と述べ、自ら表現
できる身体を創ることの重要性、また、基本の重要性
を示していた。

⑥リズム遊び

【四拍子・三拍子】
　四拍子と三拍子を行う。四拍子では、「音楽を2・
3回聞かせ、リズムを正確に拍手で表現させ、リズム

を足踏で表現させる。また、ステップ・腕の動き･腕
とステップの動きの結合と段階を踏んで練習を行って

いた。三拍子では、「音楽を拍手と足踏で表現させ、
ステップ・腕の動き・体の動き・結合運動と段階を踏
んで練習を行っていた。
　リズムの理解力を養うための指導法であり、音楽
を主題として動きのリズムを研究させ、音楽のリズム

と動きのリズムを合致させることを工夫体験させる指
導法の一つとして取り扱われた。学年が進むに従っ

て、徐々に音楽が進歩させ、それに伴って動きも進
歩するよう配慮されている。

（2）中学校基本運動（表7）
　中学校では、部分的な基本運動の練習が行われ

た。項目は、下肢の運動・腕の運動・体の運動の

順番に表記されている。伊澤は、「以上主運動の例
を示したが、これでも十分とはいえないので、以下基
本練習の参考材料として付加することにした。」（12）と

述べ、中学校から基本練習参考教材を提示している。
①下肢の運動
　下肢の運動は、足首の柔軟運動（脚解緊・挙脚
含む）・膝関節の弾性運動・重心移動の練習を終え

てから、ウォーキング	ステップを練習するよう促され、
留意点は以下の通りである。

1、	 下肢の運動感覚を練り、美しくてしかも軽快な

動きの練習。
1、	 下肢の部分的な観念を興え各部の柔軟性教

育、リズム的教育を根本とする。（13）

【足首を柔らかくする練習・脚解緊練習・挙脚練習･
脚弾性運動・重心移動・ウォーキングステップ・アク

セント】の7つで構成されている。
【足首を柔らかくする練習・脚解緊練習・挙脚練習･
脚弾性運動・重心移動】
　足首を柔らかくする練習では、三拍子と四拍子で

歩きを行い、他のステップを加えてリズムに合わせて

足首の練習を行う。脚解緊練習では、平均台を使用
し膝関節・股関節の解緊感覚をねり、脚を柔らかに

する練習を行う。挙脚練習では、肋木を支持し脚を

後・側・脚前に挙げる練習を行う。脚弾性運動では、
片足づつ前・後と足を変えて弾性の練習を行う。	重
心移動では、直立から重心を右から左に移し右左交
互・前後に移動する練習を行う。
　下肢の運動は、脚の部分的な動きの練習が行わ

れ、基本要素は、脚解緊･脚弾性・重心移動が取り

扱われている。また、脚弾性運動・重心移動につい

て細かな指導留意点が記されている。脚弾性運動
は「膝関節の弾性運動を練習することはすべての足
の動きを柔軟にする。弾性運動を指導するに当たり、
最も注意することは「重心移動」の合理性にある。（中
略）重心がおくれた場合はその弾性は生まれず屈伸
となるのである。」（14）、重心移動は、「ダンスの動き

は重心移動の自然の法則によってなされた場合にお

いて真の美に徹するのであって表現の美もまたそこか

ら生まれるというも過言ではない。ゆえに足の動きは

素より体全体の動きにも常に重心のあり方、重心移
動の方法、移動の時期に注意をはらわねばならぬ。」

（15）と述べられている。
【ウォーキング	ステップ（+直線歩き・斜線歩き・半円
歩き）】
		足首の柔軟性と膝関節の弾性を保ち重心を合理的
に移動し足先から床に着くように軽く歩かせるよう促さ

れている。直線歩き・斜線歩き・半円歩きでは、歩く

時の姿勢、リズム、向きを変える時の身のこなしを大
切にして、練習を行う。また、運動に適した腕の運
動を加えて練習を行う。その後、円形行進・右円形
行進・二人連手して円形行進の練習を行う。
　ウォーキング	ステップでは、ダンス的通常歩であっ

て各ステップの基本をなし、足首の柔軟な動きと膝
関節の柔軟性によって美しく歩かせる事を目的に行わ

れた。
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【アクセント】
　三拍子・四拍子の歩き方で1にアクセントをつける

練習、腕・脚を振る場合のアクセントのつけ方の練
習を行う。脚の強弱歩では、柔らかなステップや膝
を曲げて強のステップの練習を行い、足の柔らかな

動きの中に強い動きを加えることによって動きを美しく、
音楽の強弱が表現されるよう練習が行われた。
　アクセントでは、運動にアクセントをつける事によっ

て、足の動き・体の動きを色々変えることができ、美し

くなり軽快になる事を目的に行われた。

②腕の運動
【手首の緊張と解緊・腕の緊張と解緊・腕の強と弱・
腕の動揺】の4つで構成されている。
　基本要素は、緊張と解緊・強と弱・動揺が取り上
げられている。
　腕の運動では、腕の動きを美しくし、表現を美しく

ために、手首と腕の緊張と解緊の強と弱などの運動
感覚をねることを目的に行われた。

③体の運動
【首の解緊、腕の解緊、側解緊、後ろに解緊、体
解緊歩き、体解緊跳び】と6つで構成されている。
　体の運動では、解緊を中心に練習が行われた。
ダンスは体の微妙な動きを求め、腕の動き・足の動
きを主とする場合にも、すべて全身の釣合を重要視す

ることや体の緊張解緊を素として脊柱の柔かな動きを

ねる為に、繰り返し解緊の練習が行われた。

	基本練習参考教材
　各部の単発な動きの練習となっている。

（下肢の部）	 解緊歩き、側斜歩き、交叉歩き、強
弱歩き、少歩歩き、脚内外転歩き、		
脚振動、脚弾性

（腕の部）	 手首の緊張と解緊、腕の緊張と解
緊、腕の強と弱、腕の動揺、

（体の部）	 上体8字回旋、体側解緊、体前後
屈、体捻転、解緊跳び、

（跳躍）	 ランニングステップ、対抗列駈足、
補助跳、前進跳、脚側挙跳、跳越
歩、回転跳び

　跳躍においては、「跳躍は、位置の移動に表現に

重要な役割をもつもので、身体のこなし足の操作を

合理的に指導して軽快な美しい跳躍でありたいと思
う。」（16）	と跳躍の重要性が述べられていた。

（3）高等学校基本運動（表7参照）
　高等学校においては中学校の基本運動の延長で

あって、それを微妙な動き、高度な動きに伸ばし、腕・
体・脚の結合はもちろん主要運動の結合を練習し表
現の自由を促すことを目的に行われた。高等学校の

基本運動では、「下肢の運動・腕の運動・体の運動」
の順番に表記され、新たに、基本教材結合運動（下
肢の部、腕の部、蛇動、跳躍）、集団運動（群舞基
本）、基本ステップが取り上げられている。また、基
本要素として高等学校の最後に「蛇動」が取り上げら

れていた。
①下肢の運動

【緊張と解緊（平均台使用）、脚弾性、振脚、脚転、
趾踵打ち】
	下肢の運動では、緊張と解緊を習得させ「自然に振
動が止むのをまつ」「自然の停止に任せる」など、「自

下肢の運動 上肢の運動 体の運動

中学校
脚解緊（平均台使用）
弾性
重心移動

緊張と解緊
強さ・弱さ
動揺

解緊歩き
解緊跳び

高等学校
緊張解緊
弾性
振脚

徐々に緊張解緊
動揺

緊張解緊
蛇動

表7　中学校・高等学校　基本運動の学年対象別	指導要素
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然」という言葉がみられた。また、各動きの練習にお

いて「同じ運動をつづける」という言葉が多くみられ、
練習をする際、繰り返し行う重要性が示されていた。

②腕の運動
【緊張解緊、徐々に緊張し徐々に解緊、腕動揺】
　腕の運動では、緊張解禁を習得させ、徐々に速
度を緩めて練習を行い、最後に腕の動揺に繋げる練
習を行っていた。

③体の運動
【緊張と解緊、前後屈、体側屈、体捻転、蛇動】
　体の運動では、腕は動揺・側廻旋・振り、下肢は

歩きやウォルツ・ツーステップなどを取り入れ、体全
体の練習を行っていた。また、蛇動が、高等学校の

最後の基本要素として組み込まれていた。蛇動につ

いて伊澤は、「蛇動は脊柱を中心とした柔軟運動で

あって、前後にも側方にも考えられる。ダンスの体の

動きには基本運動として大切な種目である。まず小さ

な前後蛇動よりはじめ徐々に大きくまた側方におよぼ

す。」（17）と述べている。

	基本教材結合運動
【下肢の部、腕の部、蛇動、跳躍】
　各部とも、中学校の基本練習参考教材より応用（複
雑化）された運動になっていた。

	集団運動（群舞基本）
【3人の場合、5人・7人・10人】
　集団運動では、「ダンスで一人で踊る場合は自己
の感情を自由に表現して他よりの拘束を受けることは

ないが、集団となると他との釣合いを十分考慮に入れ

てしかも他人の踊り易いように考えるべきである。三
人の場合、七人、十人と人数が多くなればなるほど

動き、配置などにとくに注意がはらわれねばならぬ。」
（18）と述べ、「美しい配置」を促し、各人数の配置と

動き（ステップやポーズ等）の練習が行われた。

	基本ステップ解説
【1.ウォーキングステップ  2.ランニングステップ		3.ス

キッピングステップ		4.ギャロッピングステップ		5.ホッ

ピングステップ	 	6.ツーステップ  7.ポルカステップ				
8.スライドステップ	 	9.ワルツステップ	 	10.マズルカ

ステップ	 	11.スケーチングステップ	 	12.シャッテッ

シュステップ  13.フォローステップ	 	14.バランスス

テップ		15.ミニュエットステップ	】
　伊澤は、ウォーキングステップは、ダンシングス

テップともいい、ダンス的通常歩である。（中略）ラン

ニングステップは、ダンス的な駈歩であって、足先
と膝関節を柔らかくしてリープステップの連続である。
と述べ、ステップの中でも、ウォーキングステップとラ

ンニングステップは、ダンスの上で必要なステップ

と説明している。
	

（4）基本運動のまとめ
　『学校ダンス』（昭和25年金子書房）は、第一部	
基本運動　第二部	参考作品　第三部	参考作品楽
譜で、構成されている。本書は、基本運動に重点を

置き、参考作品を加え、各章年齢層に即した動きの

指導実践方法が示されている。	
　伊澤は、「基本を重視し、舞踊する身体をつくれ」
と長年力説してきた事が明らかになった。舞踊する

身体には、基礎的な身体が重要であり、それらを獲
得することで、表現創作の幅が生まれる事をこの本で

唱えていた。
　本書では、基本運動の内容と主要動作を対象学
年（発達段階）別に「上肢・下肢・体」に分類し、指
導過程を述べ、年齢層に適したリズムの理解と胴体
を中心とした手足の調和的動きの訓練を重視し、「全
身の緊張解緊」「重心の訓練」「弾性の訓練」「蛇動
の練習」「各種のステップ」を基本の要素とした。ス

テップ以外の4種類の基本にふれていた。
　基本の要素は、小学校では、上肢の運動練習が

中心で上肢の末端（手指・腕）から訓練し、中学校・
高等学校では、下肢の末端の「足首」から練習を行
い、下肢の運動練習を重点的強化し、最後に身体
の中心へ向け練習が組まれていることが明らかになっ

た。また、高校の最終段階が蛇動であることが明ら

かになった。本書の中で伊澤は、小学校1・2学年
は、基本を子供の遊びの中にその要素を捉えて工夫
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し、子供のもつ自然性を生かしながら動きの素質を十
分に伸ばし、3・4年生では、基本としての取り扱い

ではなく「遊び」の中で動きの本質を指導し、5・6年
生では、基本としての動きを理解させるような教材を

例に運動練習を行っていた。
　基本運動の導入時期は、小学校3・4学年の手首の

基本練習で「解緊」が取り上げられ、小学校5・6学年
の腕の運動で「緊張と解緊」が取り上げられている。
　中学校からは部分的な基本運動の練習が行わ

れ、さらに基本を習得するために、基本練習参考教
材も取り入れ、また高等学校では、中学校の延長とし

て基本運動の微妙な動き・高度な動きを伸ばす事こ

と、全ての基本運動が調和的に行えるよう繰り返し訓
練を行い、さらに、基本運動を結合的にするための

基本教材結合運動が取り入れられていた。また、他
との調和や美しい配置を目指す「集団運動（群舞基
本）」、やダンスに必要な「基本ステップ」の項目も加
わり、腕･体・脚の結合はもちろん主要運動の結合
を練習し表現の自由を促すことを目的に行われた。
　以上のことから、小学校から「解緊」練習が始まり、
中学・高等学校では、全ての項目に「緊張・解緊」
が含まれ、伊澤の指導の中に一貫として「解緊」が

含まれていることがよみとれた。

4.	 参考作品と音楽
　伊澤は、35作品（小学校12作品・中学校12作
品・高等学校11作品）を参考作品として創作している。
内5作品「漣」「浜千鳥」「花の精」「カントリーダンス」
「ミニュエット」は、『体育ダンス』（昭和6年）・『図
説ダンス』（昭和39年）にも取り上げられている作品
である。小学校参考作品の内「おせんだく」は打楽
器使用のため楽譜が掲載されていなかったため、35
作品中34曲についてまとめた。（表8）　また、表8で

示した参考作品一覧を「小学校参考作品：11曲」「中
学校参考作品：12曲」「高等学校参考作品：11曲」
に分類し、作曲者、歌詞のあるなし、曲調、拍子、
小節数をまとめた。（表9）
　それぞれの特徴は次の通りである。　　　　　　

（1）小学校参考作品
　小学校参考作品での使用音楽は、ほとんどが童

謡で、しかも長調で4拍子・2拍子の曲が主流である。
動きは、全作品にスキップ、ホップ、ジャンプのい

ずれかの動きが取り入れられていた。また、歌詞をそ

のまま表現したもので構成された作品が多い。例え

ば、『雀の学校』では「むちをふりふり（中略）」で「左
手腰にとり右腕を前から上に振り上げ（中略）」、『どん

ぐりコロコロ』では「どじょうがでてきてこんにちは」で

「（中略）向き合っておじぎする」など、歌詞に沿った

動きで構成され、明るく元気な作品が多い。

（2）中学校参考作品
　中学校参考作品では、日本歌曲と外国曲がほぼ

同数使用されており、曲調も長調から短調に転調し

た曲や3拍子・6拍子の曲も加えられている。動きに

関しては、ステップも増え、左右同じ動きの繰り返し

が増えている。例えば、『濱千鳥』では「親をさがし

て鳴く鳥が」で「（中略）右左右と小足で（中略）左右
左と小足で（中略）」、『令嬢の馬乗り』では「（中略）
ウォーキングステップで右に円形行進（中略）同じく

左に円形行進」などである。また、小学校参考作品
に比べ、歌詞そのものが「やさしい、楽しい、美しき」
など、形容詞的なイメージを動きに置き換えて表現さ

せる作品が多く、音楽・動き共に多様化され、成長
段階に相応しい作品となっている。

（3）高等学校参考作品
　高等学校参考作品では、ほとんどが外国曲で曲
調は長調から短調へ、また短調から長調へ何回も転
調した比較的長い曲が使用されている。拍子は、4
拍子・2拍子・3拍子や4拍子から3拍子に変化した

ものもみられる。動きについては、『出船の港』でみら

れるように、歌詞をそのまま表現したり、弾性・蛇動・
動揺・振動など、動きの完成を目指すために、運動
要素を多く結合されたものが多い。また、『しかられて』
では、蛇動、動揺を多く取り入れている他「なきやせ

ぬか」で「（中略）体をやさしく右左に傾ける」と指示さ

れ、情緒性を加味した作品で構成されている。

（4）音楽と動きの特徴
　これら参考作品の作品構成に見られる傾向として、
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曲の長さ（小節数）は、小学校：82小節、中学校：100
小節、高等学校：197小節と学年に伴って長く（多く）
なっているが、作品構成は、必ずしも楽譜どおりでは

ないということが明らかになった。つまり、楽譜の指示
より動きの構築を優先させ、繰り返しや削除を、動き中
心に行っている部分が頻繁に見受けられ、伊澤の動
きを優先させる志向の一端がこのことよりうかがえる。

Ⅴ.まとめ

　『学校ダンス』における伊澤の主張は、以下のよう

にまとめられる。
　①まず、「遊び・模倣」から段階的に基本の意識付
けをしながら、緊張・解緊を中心としたリズム的な動き

を軸にした指導法を採る。	②基本運動として、緊張・
解緊・弾性・蛇動・振動・重心移動・跳躍を挙げ、こ

れらを習得の後、	参考作品を踊ることで、自在に踊れ

る身体づくりを目指す。
　各練習とも、部分的な運動から全身の調和的なもの

と導かれ、最後に作品による完成が目指された形式と

なっていることが、明らかになった。伊澤は、まず動
きの習得に重点を置き、動きの熟練に伴う表現性を追
求し、最終的には繊細なる動き、美しい動き、感情あ

る動き、リズム的な動きを練り上げていくことで、女性
的な動きや情緒や表現性を豊かにする効果をあげて

いた。（図1）
　つまり動きの原理を知り、身体の使い方や動きの質
を体得し、基本の仕上げをする。さらに自由な身体を

もって表現性の追求を行い、作品創作へと導く。とい

うことが明らかになった。
　また、③伊澤は、学校体育指導要綱解説で「基礎
指導を受けたればこそ振付創作は、無尽蔵である、
体育はダンスに限らず根本を極めることが最も大切
であるということは、いうまでもない」（19）と明言しているよ

うに、作品創作より基本運動の体得が先決であるとい

う一貫した主張を持つ。
　「緊張・解緊」が伊澤のテーマであり、「解緊」か

ら美しい動きを見出していくことが、明らかになった。	
　自然運動	とは、「自在に動ける身体の基礎を学ぶ

事」であるという事を再認識した。
　おわりに、今回の研究で、あらためて本学の「基礎・
基本」は普遍的なものとして、その重要性に気付かさ

れた。このことは、伊澤ヱイの助手としての経験（高
橋）とも重ね合わすことができ、さらにその感を強くする

ものである。同時に、現代の体育事情や、子どもの

身体づくりに照らし、今回の研究が何らかの示唆とな

ることを願いたい。	
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