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財団法人日本ボールルームダンス連盟

学校学習創造支援プロジェク ト委員会

「学校教育ヘボールルームダンスの普及 口啓発のための支局の取組について」

【再確認事項】

学校学習創造支援にあたつては、以下の I・ 工を再度確認 していただ くこと

が必要と考えております。

I 学 校学習創造支援プロジェク トの発足

平成 13年 9月 に 「21世 紀におけるボールルームダンス文化の構築と振

興のあり方について」(答申)の 方針を受けて、平成 14年 から学校学習に

ボールルームダンスが採 り上|ずられるように積極的な活動を推進するため

に、」BDF組 織の中にボールルームダンスの授業化のあり方について研究 ・

開発するための学校学習創造支援プロジェク ト委員会を発足させ、その普

及 口振興に取 り組んでお ります。

(1)答 申内容について

【答申より抜粋】

学校学習におけるボールルームダンスの明確な位置づけと改善

ボールルームダンスがもつ文化的意義、そして、成熟社会において求められ

る人間の育成を考えるとき、ボールルームダンスの基礎的な学習を学校学習

において重視 し、より明確に位置づけることが望まれる。なぜなら、これか

らの学校学習には、仕事に資する能力開発にとどまらず、人間的成熟につな

がる
“
生きるカ

カ
を育むこととともに、暮 らしのなかで文化を享受する能力

を開発することが求められるからである。

とりわけ、グ回―バ リゼーションが叫ばれ、市民 レベルでの相互理解と

相互尊重のための国際化教育や、人間的関わ りについての学習がきわめて
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ボールルームゲンスは成熟社会において求められる人間の育成に資すること

から、その基礎的な学習は学校学習のなかで重視することが望まれる。また、

その学習指導等においては、関係者の積極的な支援と活用が行えるようなシ

ステムの構築が求められる。



重要なものとなつている現在、万人に開かれた文化であり、コミュニケー

ションと表現のメディアとして人間的交流の能力を育むボールルームダン

スは、学校学習において十分に尊重されねばならない。

したがつて、小 ・中 ・高の体育科授業においてはもちろんのこと、学校

行事や課外活動などにおいても、ボールルームダンスの基礎的な学習を積

極的に採 りあiず、推進 していくことが望まれる。そ して、学習内容や指導

方法の開発、実践などは担当教師のみが担 うのではな く、その要請に応 じ

て、ボールルームダンス関係者の積極的な支援と活用が望まれ、それを可

能にするシステムの構築が求められる。

工 支 局内における学校学習創造支援プロジェク ト担当部署の設置と担当責任

者の選任及び内容等について

(1)支 局の役割

各支局は、学校学習創造支援プロジェク ト委員会 (本部)と 連携 し、学

校へのボールルームダンスの普及 ・振興に努める。

(2)担 当部署の位置づけの明確化

支局内に学校学習創造支援プロジェク ト担当部署を明確に位置づけると

ともに担当責任者についても支局内の役員及び会員等に周知する。

(3)担 当責任者の選任

学校学習にボールルームダンスの普及 ・振興にプロ、アマの区別 を問わ

ず学校現場に理解があ り更に学校学習に強い関心を持つ方 とします。な

お、任期は 3年 とし再任は妨げません。支局の担当責任者 として活動 し

ていただける方 1名 を選任 していただくようお願い します。

また、担当責任者をはじめとして普及 ・振興に携わる方々はボランティ

アとして活動 していただくことになることをご理解 くださるようお願い

します。

(4)主 な取 り組み内容

支局の担当責任者は下記の内容について、本部の学校学習創造支援プロジ

ェク ト委員会との連絡 ・相談 ・調整を図 りながら取 り組んでいただくこと

とします。

①県内の小 。中 ・高等学校の正課の授業及び部活動等への普及。

②県内の都道府県 ・市町村教育委員会及び学校 との連携。

③県内の指導者の養成及び指導者の派遣。

④県内の学校教員対象の講習会の開催。

⑤県内の小 。中 ・高等学校の取 り組み状況等の調査 。研究。

⑥その他県内の学校学習創造支援に関すること。
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(5)活 動等の経費

各支局の学校学習創造支援プロジェク ト担当責任者等の活動等に関する

経費は支局負担 とする。なお、支局が開催する学校学習創造支援関係の

講習会等の参加費および会場使用料等の経費を参加者か ら徴収すること

は差 し支えありません。

亜 学 校学習の授業に於けるボールルームダンスについて

JBDF学校学習創造支援プロジェク ト委員会委員長 松村有希子先生

(レジュメ)

1.学 校学習創造支援プロジェク ト委員会の経過について

文部科学省 の許可団体 として財団法人 日本ボールルームダンス連盟

(」BDF)が 発足 したのが平成 4年 、そ してその JBDFがダンス文化を担 う

団体 として 「風俗営業」の枠から撤廃 されたのが平成 10年です。

この様にダンス文化が社会的に認知 されたとき、私達ダンス人はこのダン

ス文化を一
人でも多 くの人たちに普及 していかなければな らない使命が

ある様に考えられます。

私たちに出来るダンス文化の普及活動 とは何かを考えた時、大きく分け

て次の二つの方向が考えられます。

(1)ダ ンス界内部に向けて

①競技ダンスの技術的な向上及び発展→ 競技会の運営・競技選手の育成、

②全国に在住するダンス愛好者 ・サークル等の技術の向上やその活動を支

援する→ 地域指導員の養成及びその活動の指導

③学校学習への普及→ 裾野を拡げるための新たな意識の変革 と向上 と

10年、20年先を見据えた活動の展開

(2)ダ ンス界外部に向けて

①地域社会の中における生活文化 としてのダンスの普及活動

→ 人々の高齢化に伴 う生涯スポーツとしてのダンスの普及

②子 どもの時からダンスに親 しむ環境を整える

→ 学校教育の中にダンス授業の導入。

こんな折、全国体育学習研究会 (全体研)の 会長の佐伯年詩雄先生 (筑

渡大学名誉教授 。現 日本 ウェルネススポーツ大学教授 ・JBDF学 識理事)

が 「学校教育の中にダンスを」と言 うことに関心をもたれた訳です。そ

してその佐伯先生のお力を添えのもと、平成 14年 に 」BDFの 中に 「学校

体育学習支援プロジェク トJが その第
一

歩 として発足、翌 15年 に現在の

「学校学習創造支援プロジェク ト」と改名 し、以来現在までの 10年間そ

の活動は続けてお ります。
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2 学校教育におけるボールルームダンスの必要性とその実態

ボールルームダンスが持つ様々な文化は、子 ども達が成長 し「社会人」「国

際人」となった時に、役に立つものが沢山含まれていることはすでにご存

知のことと思います。

しか し、現在の学校における授業の実態は、グンスを含む体育の授業時

間は、年間約百時間前後です。そ して実際にダンスの授業に使える時間は

年間 10時 間前後のようです。その うえ、その体育のダンス授業の中で行

われているダンスと名のつ く項 目には 略」作ダンス」「フォ~ク ダンス」「現

代的な リズムのダンス」であって 「ボールルームダンス」は示 されていま

せんが、この 10時 間前後の授業時間の中に 「ボールルームダンス」カミ採

用されていくとい うことは、ダンス文化が 日本の国に浸透 していく為にと

ても大切なことだと思います。

風俗営業から撤廃 され、ボールルームダンスが文化 として国から認められ

た今、「私達は私達が誇るボールルームダンスを学校の体育授業の引き出

しの中に是非とも入れたい」これが私達の長年の願いでした。

こんな折、私達ダンス人にとっての明るいニュースとして、文部科学省の

の新学習指導要領では、平成 24年 春から中学校の保健体育の授業に 「ダ

ンスと武道」が男女ともに必修 とな り 「現代的なリズムのダンス」中に位

置付けてボールルームダンスの指導が可能にな りま した。

そ して、更に平成 21年 4月 、私たちダンス人にとって最も素晴 らしいニ

ュースがありました。

それは、文部科学大臣より 」BDFに 対 して 「教員免許状更新講習」を開設

できる者の認定を受ける事が出来たことです。これはボールルームダンス

が誰に遠慮することなく教育の場に入れる事を意味する事だと思います。

そ して、ボールルームダンスに興味のない学校の先生方にも、ボールルー

ムダンスを知っていただける大きなチャンスでもあるのです。

このように社会の目がボールルームダンスに向けられ、ボールルームダン

ス文化が世間の人々に深 く浸透 しようとしている時、私達ダンス人は一人

でも多くの子 ども達にボールルームダンスの授業を体験 し、ダンスの持つ

教育的特性が子 ども達に浸透するように、少 しでも多 くの学校の先生方の

手助けをして 「学校の授業にボールルームダンスを !」を現実のもの とし

たく、プロジェク ト委員
一同活動に励んでお ります。

ボールルームダンスの教育的特性

ボールルームダンスには 「音楽 (リズム)と 運動 (ダンス)」特性の習

得のほかに、他のダンスにはない 「ペァーで踊るダンス」のために生れ
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る共同作業があります。

そのほか、ボールルームダンスの授業には運動をすることによる身体的

な満足感 ロリズムに乗ることによる音楽的な充実感 ・ペァーでダンスを

作 りあげる時の言葉のコミュニケーションの楽 しさ ・パー トナー ・フォ

ロァー としてのペァーでダンスをすることにより人 と人 とが手を握 り合

うことによる触れ合いの人間的な情感等々の体験 し学べるものが沢山あ

ります。最小限度の社会生活でもある 「ペ ァー
」 とぃ ぅ共同作業を行 う

ことにより、子 ども達は共同制作の楽 しさを学び、それに必要な協調性

を覚え、お互いのコミュニケーションを経験することができ、そ して、

それ らには子 ども達がやがて社会人になった時に多いに役に立つことが

想像 されます。全てが機械化 され、コンピュータ化 され、そ して人間の

心が砂漠化 されつつある現代社会の中で、また、人 と人 とが向かい合っ

て会話 し、握手 し合 うチャンスも失われつつある現代生活の中で、ボー

ルルームダンスが人々の心の中のオアシス として、それを学ぶ子 ども達

に素晴 らしい人間としての上壌を与えることができるなど、ボールルー

ムダンスが子 ども達の人間性の成長に役に立つ面が多々あると言えます。

ここに、佐伯先生による 「ボールルームダンスと学習のメリッ トとは」

の講義の一部分を紹介いた します。

「(1)人 間は、人 と人 とが皆が仲良くなることが理想である。

(2)だ が、人間は好きな人があると同様に、嫌いな人もある。

(3)し か し、人間はそれ ら全ての人 と、お互いを尊重 しあいながらその係

わ り合 うことを学ばなければならない。 この人間としての最も重要な

人と人との係わ り合いを学ぶ為の最も素晴らしい教材 として、ボール

ルームダンスが考えられるのである。」

私達ダンス人はこの佐伯先生のお考えの中に、学ばなければならない

ことが沢山あるように思 うと同時にこの理論を念頭に学校教育のボー

ルルームダンスの授業に役立てたいと思います。

4 学 校学習支援プロジェク トの議習あるいは授業の取 り組み方

(1)学校の先生方にボールルームダンスの授業をより多く採 り上げていただ

くことは、私達のボールームダンスの裾野が広 り、ボールルームダンス文

化の普及に役立つことと考えてください。

(2)私 達の活動は原則 として私達ダンスのプロが直接学校の生徒にダンスの

指導をするのでなく、「学校の先生が生徒に直接ダンスの授業が出来るよ

うに指導する」のが目的なのです。

(3)学 校の先生が体育のアス リー トでなくとも、水泳の選手でなくとも、有

5



名なダンサーでなくとも、立派にそれ らの授業をしているのと同じよう

に考え指導を進めてください。

5 必 修授業のための授業方法

(1)学 校の必修授業は全国 どの学校の授業 を受けても同 じ方法 (教え方)で

あることが前提です。そのためには、必ず実技指導教材 「はじめてのボ

ールルームダンス」に従つて進んでください。

(2)学 校 ごとに授業の単元が決められていますので、その進み方は異なっ

て当然ですので、単元の時間数にしたがつてカ リキュラムを作成 して

ください。

(3)年 間の単元数に制限があるため、教えられる種 目の数には限 りがありま

すので、先生あるいは生徒の希望を聞いて決めてください。なるべく基

本的なものから入るのが望ましいです。

(4)生 徒の学年によつて能力は異なりますので、低学年 。中学年 ・高学年 と

それぞれの能力に見合つた種 目を選択するようにア ドバイス してくだ

さ↓ヽ。

6 講 師としての要請により直接学校に教えに行 く時の心得

(1)生 徒に対 して、授業 としてダンスを教えると言 うことは、ダンス教室に

入会 してきた子 どもに教える時との大きな違いは 「生徒は必ず しも習い

たい子 ども達ばか りではない」と言 うことです。ですからダンスを習い

たくない子 どもに、ダンスの楽しさを解からせて喜んで授業に参加する

ようにさせることが重要です。

(2)学 校側に対 して、講師として招かれた時にはその学校 とよく話 し合って、

その学校の授業方針に従って授業を進めることが大切です。例えば、ダ

ンスの技術の向上を求めているのか、ダンスを通 じて人間性の向上を求

めているのか、ダンスを通 じて心の和を求めているのか等々色々あると

思われます。学校側の希望 とすれ違わないような心配 りをするようにし

て下さい。

Ⅳ 具 体的な取組方策について

各支局の組織つ くり及び普及方法は、各都道府県によつて差異があるので

必ず しも画一的なものではありません。

したがって、地域の実情を勘案 した うえで最 も効果の上る方法をとることが

必要 とな ります。

また、取組み課題 も地域により差異があると思われるので、これも地域の事
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情を考慮 していただき、対応 していただきたいと考えてお ります。

1 支 局担当責任者の役割について

担当責任者は、下記の役割を果たしていただく必要があります。

(1)学 校学習創造支援プロジェク ト担当部署を支局組織の中に位置づけ、支

局内の役員及び会員等に役割 ・機能を知 らしめること。

特に、重要なことは、これまでは個人の先生が学校に普及するための努

力をしてきたと思われますが、その活動はあくまでも 「点」 としての活

動であります。

したがって、今後は今までのそれ らの活動も集約 して、組織 として 「点」

か ら、「線」へとつなぎ、そ して 「面」へと拡げていくことと、県内にお

ける情報収集 と発信基地が 「学校学習創造支援プロジェク ト担当部署」

であることを明確に説明し、理解 と協力を得ることが大切です。 とにか

く、組織 として一丸 となって取組んでいかなければ、公の学校教育への

導入は認知 されないことを支局内に周知することが重要です。

(2)支 局の学校学習創造支援プロジェク ト委員会の業務や活動を推進するた

めに、支局に予算を確保 していただくようお願い します。いくらボラン

ティアといっても食事代 (あご)と 交通費 (あし)の 支給が必要です。

そ うでなければボランティア活動は成 り立たないと思います。

(3)支 局おける学校学習創造支援の普及 ・振興のためのコン トロールタワー

(司令塔)に なつていただくことが重要です。

(4)支 局会員の中から学校学習にボールルームダンスを普及 。振興 させるこ

とにプロ ・アマを問わず関心のあるメンバーを募ってください。メンバ

ーを募る時に、普及率を全県的にを広げるために県内の行政区害Jり等な

ども考慮するようにお願い します。

(5)上 記 (4)の メンバー と学校学習創造支援のために、県内の実態に即 し

た普及 ・啓発のための計画を立てて実行 していただくようお願い します。

(6)上 記 (4)の メンバーの中に、普及隊 (教育委員会、学校、PTA、県 ・

市の議員等)へ の交渉の役害Jと指導隊 (生徒への指導 ・教員への指導 ・

県内における講習会)な どとに役割分担することが大切です。ここで気

をつけなければいけないことは、普及隊の活躍がなければ指導隊の出番

はないとい うことです。 し たがって普及隊の大切 さを認識 させることが

必要です。

(7)指 導隊のメンバーは 「JBDF学校学習支援プロ指導者講習会」、普及隊の

メンバーは、「脚DFは じめてのボールルームダンス (社交ダンス)指 導者

養成講習会」に積極的に参加 させ、その指導法や内容など実態を理解 さ
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せることをお願いします。

(8)支 局長及び 」BDF本 部 との報告、連絡、相談 (通称 :ホ ウレンノウ)に

心がけていただくようお願い します。

2 学 校へ普及するための方法について

教育委員会や学校及び教育関係者の背中を押 して、その気にさせなければ

普及は困難です。 し たがつて、最初のとっかか りがこの普及隊であるので

以下の内容の説明が相手の背中の一押 しにつながるので普及説明資料をよ

く把握 していただきたいと思ってお ります。 (別添普及説明資料参照)

なお、普及説明資料は必ず先方にもお渡 ししていただくようお願い します。

(1)普 及隊を可能なかぎり県内全域に配置すること

エ リアの分割は各都道府県によつて異なると思 うが、教育事務所区分 と

か、行政区分 とか、県独 自の区割 りとか、それぞれの県において効果的

な区分に分けて配置することが必要です。

(2)学 校でボールルームゲンスを授業として採 りあ|ずる際の学校側の決定者

は

①小学校の場合

ボールルームゲンスを実施するか否かは、授業者 (クラス担任)の 気持

ち次第です。子どもにとつて良いことなら横長は応援者になります

②中学校の場合

指導者 (体育科教師)が どのダンスを採り上げるか、決めて体育教師同志

で話し合つて年間計画を立てる。その際に、学校の実情 (用具が揃つてい

るかとか等)、生徒の実情もあわせて検討する。

③高等学校の場合

授業で扱う種目は、体育科の科会で決定される。

※例年、繰り返して使われる教材もありますが、今年一年は、新カリキ

ュラムに向けてどの学校も格技の取組などに変革が追られる年なので、

ボールルームゲンス参入のチャンスと言える。

(3)普 及のための交渉先は

下記は訪問先の順位を示すものではなく、地域の実情に応 じて対策を立

て、有るコネは全て使っていただくことが普及の鍵です。そして、訪問

先が決まれば訪問前には、訪問先に必ずアポイントをとつていただくこ

とが必要です。訪間先で結論を得られなくても、その人から次にどなた

を訪問したらよいか次の交渉先を紹介してもらうとか、或いは訪間先を

引き出すことが次につながっていきます。このねばり強さを相手に訴え

ることにより、こちらの気持ちも伝つていきます。
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①県教育委員会の学校体育担当

②市町村教育委員会の学校体育担当

③県の教育事務所の学校体育担当

④県 ・市町村の教員で構成している団体 「学校 ・。(体育)研 究会」など

名称はそれぞれ異なることがあります。

⑤学校の校長、教頭、教員 (OBも 含む)

⑥学校 PTA、 学校運営協議会の役員

⑦教育長

③地元の教育に関心のある有力者

◎県議会議員 ・市町村議会議員

などが考えられます。

(4)交 渉で訪問する際にどのような資料を持っていくのか

①普及説明資料

②JBDF答 申書、JBDF概 要、JBDF役 員名簿、JBDF寄 附行為

③ボールルームダンス (社交ダンス)指 導の手引き

④実技 8種 目指導書 (チャチャチャ、スローリズムダンス 「ブルース」ジ

ルバ、ワルツ、ルンバ、クイックステップ、サンバ、タンゴ)

⑤実技8種 目収録 DVD(チャチャチャ、スローリズムダンス 「ブルース」ジ

ルバ、ワルツ、ルンバ、クイックステップ、サンバ、タンゴ)

⑥ボールルームダンス授業化研究事例集

②音楽 CD

(5)訪 問前に下記の指導要領解説を読んでおいてください

①小学校学習指導要領解説 「体育編」(平成 20年 8月版)定 価 124円

発行所 :(株)東 洋館出版社 電 話 03-3253-8821

②中学校学習指導要領解説 「保健体育編」(平成 20年 9月版)定 価 386円

発行所 :(株)東 山書房 電 話 07伊8419287

③高等学校学習指導要領解説 「保健体育編 ・体育編」(平成 21年 12月版)

定価 478円

発行所 :(株)東 山書房 電 話 075-841-9287

(6)普 及のための仕掛は下記の方法が考えられる

以下の推進に当たつては、講師派遣を行とともに、謝金 ・旅費について

は県 ・市町村 ・学校 ・団体などの予算に合わせることが必要です。

①県及び市町村教育委員会主催の教員研修会ヘボールルームダンスの実技

講習の導入を推進する。

②県及び市町村教育委員会と連携 (後援とか)し 、学校への出前指導 (チ

ラシを作るなど)を 推進する。
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③県及び市町村教育委員会 と連携 し、放課後子 どもプラン (文部科学省 と

厚生労働省)学 校支援地域本部事業 (文部科学省)に 指導者登録 (人材

バンク)等 を行いその支援を行 う。

④教員で構成する 。・研究会等ヘボールルームダンスの実技講習への導入

を推進する。 (体育研究会 とは限定 しない)

⑤学校の授業で採 り上げてもらうため、学校教員へ直接的なはた らきかけ

行 う。

⑥PTAの 理解を深めて学校への導入の応援を得るため、間接的ではあるが

PTA体 験講習会を行 う。

②単一の小学校の教員全員に体験講習会を開催する。(/J学ヽ校ではクラス担

任が全教科を指導する)

③都道府県版学校キャラバン隊の実施をアピールする。

V.学 校がボールームゲンスを採用 したいと思つた時に

相談に応 じて可能なかぎり支援することが重要である。ただ し、謝金 ・旅

費については、学校側の規定によることが必要です。

VI,先 生及び児童 ・生徒を指導するプロの先生方に求められることは

公の教育に係わることになることか ら、生徒及び学校教員の指導に携わる

指導者は財団が行 う 「JBDF学 校学習支援プロ指導者講習会」で指導法を

学んでいただき、学校教育を理解 していただく必要があります。

VIl.学校へ普及 した際に児童 ・生徒が学校外活動 として係わ りを持つことがで

きる」BDFの事業関連

学校の授業や部活動で学んだ後の児童 ・生徒がボールルームダンスとの関

わ りに何があるのかとい うことをきちんと認識 してお くことが重要であ り、

その説明も欠かせないことであ ります。

その関連事業 として、ジュニアスクールがあること、支局で開催する児童 ・

生徒対象の大会や行事があること、最終 目標 として、小 。中 ・高校生ボー

ルルームダンス全 日本チャンピオンシップがあ ります。

(児童 ・生徒のステップ)

(1)学 校での授業→部活動又は JBDFジ ュニアスクール→支局 。地域が

開催する大会又は行事→小 。中 ・高校生ボールルームダンス全 日本

チャンピオンシップ

(2)学 校での授業→部活動→小 。中 ・高校生ボールルームダンス全 日本チ

ャンピオンシップ                    以 上
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