スクール・オブ・ダンスプロジェクト presents

3 回目となる今回のダンス教育ラボは、2日間に渡って開催し、初心者から経験者まで幅広く対応した
ワークショップとトークセッションを行います。

ダンス教育ラボは、近年アウトリーチや教育現
場においてダンスの関心が高まる中、参加者の
方々と共にダンス教育の可能性を探求していく

Dance Education Lab

アーティストに留まらず、教育現場の先生、教育プログラム関係者等、ダンス教育に関心のある方々が、
それぞれの立場の垣根を越えてダンス教育のあり方を見つめ、
教育現場に生かしていくことを目指します。

実践的なラボラトリー（＝研究する場）
です。
講師

1月16日［土］
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17:00 –17:45

スクール・オブ・ダンスプロジェクト 活動報告会
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講師：伊藤知奈美（Co. 山田うん）／定員：30名（要予約）

岩渕貞太／振付家・ダンサー

講師や参加者の方々とフラットにディスカッションを行います。

急な坂スタジオレジデントアーティスト。
アトリエ劇研アソシエイトアーティスト。

梶本はるか／振付家・ダンサー

1月17日［日］
11:30

受付開始

12:00 –13:00

ラボトークⅠ 上映

ト大山」
や関かおりの作品に参加。
並行して、振付作品を発表している。
横浜ダンスコレクション EX2015 にて、MASDANZA 賞を受賞。2012 年小学
校教諭免許を取得。
学校現場に関わりながら、
ダンス教育の在り方を探っている。

前日に行われたラボトークⅠの映像を上映します。

13:30 –15:00

ワークショップⅡ：実践ワークショップ
講師：岩渕貞太／定員：30名（要予約）
実際にワークショップを行っている方、また将来的に行ってみたい
方向け。講師のリードのもと、自分なりのワークを開発して実践し
ていきます。

15:15 –16:00

ワークショップⅢ：授業体験ワークショップ
講師：梶本はるか／定員：30名（要予約）
学校の授業時間である 45 分で、実際に行うワークショップを模

料金： 2 日間通し券

一般 3,500 円

学生 2,000 円

ワークショップⅠ、
Ⅱ

一般 1,500 円

学生 1,000 円

ワークショップⅢ

1,000 円

活動報告・ラボトーク・上映

無料

予約・問合せ：info@school-dance.jp
「お名前」
「参加希望プログラム」
「連絡先」をお知らせください。

擬体験します。ダンス経験問わずどなたでも参加できます。

16:15 –16:30

16:30 –17:30

記録集 上映

【スクール・オブ・ダンスプロジェクトとは】

2015 年度、横浜市芸術文化教育プラットフォームの取り組みの中

2012 年に設立した、若手ダンスアーティストを中心に構成するプロジェクトチー

で行われた小中学校でのダンス授業の様子を上映します。

ム。主な事業として、
「ダンス教育ラボ」
、
「キッズダンスシアター」
、
「記録集の作

ラボトークⅡ

http://school-dance.jp twitter: @sod_p

講師や参加者の方々とフラットにディスカッションを行います。

プロジェクトスタッフ：松岡綾葉、政岡由衣子、米田沙織、藤井友美、高谷楓、岡崎松恵

成と発行」
（隔年）がある。

こ

と

ダンスで社

会

と

つ

●京浜急行線 日ノ出町駅から徒歩５分
●JR・市営地下鉄線 桜木町駅から徒歩 10 分
主催：スクール・オブ・ダンスプロジェクト、

NPO 法人 Offsite Dance Project
助成：子どもゆめ基金

急な坂スタジオ

ション活動など多方面で活躍している。関かおりとの共同振付作品で横浜ダンス

「BATIK」のメンバーとして国内外の公演に出演するほか、
「プロジェク

〒220-0032 横浜市西区老松町 26-1

会場

2005 年より、「身体の構造」や「空間や音楽と身体の相互作用」に着
目した振付作品を発表するほか、ワークショップ開催やコラボレー
コレクション EX2012 にて、若手振付家のための在日フランス大使館賞受賞。

ラボトークⅠ

会場：急な坂スタジオ

2016 年 1月16日［土］ 17日［日］

山田うん」
のメンバーとして長く活躍し、山田うんの振付助手、学校や児童養護施

ワークショップⅠ：子ども向けワーク体験ワークショップ

ご紹介。ダンス経験問わずどなたでも参加できます。

20:00 –21:00

「Co.
KENTARO!!、西島明などの作品にダンサー、役者として参加。
設などのワークショップリーダーとして豊富な経験を持つ。

ど疑問をお持ちの方へ、講師が現場で実践している数々の手法を

で

こと

幼少よりクラシックバレエを学び、日本女子体育大学舞踊学専攻卒。

「子ども向けのダンスワークとは具体的にどんなことをするの？」な

ス

未

来

と

つ

ること
なが

伊藤知奈美（Co. 山田うん）／ダンサー

16:30

特別協力：急な坂スタジオ
フライヤーデザイン：阿部太一［GOKIGEN］
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