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ここに掲載した資料は、舞踊の柵造化の解明を試みる
ために収集され、分類整理したものである。
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舞踊を`｡美しい，，ものとして想定すことは事実として認

めることはできても、それを明確にすることはかなり困
難さがあると思われろ。したがって、舞踊に比較的多く
用いられた､ことば''、舞踊に結びついたことばを集める

ことによって、舞踊の美を規定している因子を明確に
し、舞踊を,《ことば'1として表現することを可能にするも
のと思われろ。

以上の主旨にもとづいて、第１次研究では、松本、池
田との共同研究「舞踊鑑賞価基戦表作成について－モダ

ンダンスの鑑賞価一」として、モダンダンスの批評文か

ら鑑批（評価）語を抽出、分類し、分布表を作成した。
ここでは、第１次研究をもとに、鑑賞語一形容語群お
よび名詞群一について、再分類・整埋したものを配列し
た。これは、舞踊欄造化のための基礎資料である。

１アイディアに富んだ……………作品１．
２アイディアがよく生かされて…美術１．
３アイディアからでた……………作品１．

４アイディアに乏しい………･･･…動き１．

５郡認履を生かし化ものと…美術Ｌ
６アイロニーを描いた……………作品１．

７愛を秘めた｡……………･…･……感覚１．

８哀調ある……………………..…･音楽１．
９あいまい･…………･…………･…作品1.動き２．

１０あいまいな………………………露?.感じ'表
,，明るい……………………………作品2．照明1,曲'･ラ
イト１.イメージ１．
１２明るさ･……………………･……･動き１．
１３明ろすぎろ｡…………･……･……照明１．

鑑賞膳抽出の対象と方法

１４あかぬけした.……･…･…………演技１．師I)Ｌ

鑑賞語抽出の対象（材料）は、１１N和41年から45雄まで

１５アクションによって展開する…作品１．

の５年間にわたる三大新聞（朝日、読売、毎日）および

１６アクチユァルな…･･･……………展開１．

舞踊専門誌（音楽新聞、現代舞踊）に掲載された、モダ

１７アクティブな…･……..…………ダンス１．

ン・ダンスの批評文の中から、批評家の批評のことばと

１８アクセント･………….．…………動き１．

して用いられた舞踊の鑑賞語（形容語、名詞、剛詞句に

１９アクセントがある………..…･…動き１．

およぶことば）を抽出した。

２０アクセントがほしい……………振り１．

次の表は、鑑賞語の抽出対象の内訳である。
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２２アクロバット風の.…..…………動き１．

２３あざやかな………………………辮苧鱗1..男
型鮮やかさ…･……………………鶴詰鍋:詩と
２５鮮やか･･･……………….．…･……動き２．衣装１．
２６あざやかな転換..………………･動き１．

綱目、i燕Ｅ

２７味わいをだそうとした･･……･…作品１．
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２８味わいをみせた………..…….…､bき１．

２９味わいをだした．…………..……作品１．
３０味わいある.……………..………作品３．
３１味わいのある……･……･………･作品１．

３２味わい…..……………………･…作品３．
３３味わいがでた.………….….……音響効果１．

7１

３４味のある･･………………………･小品１．
作品２．動き２．様式2゜試み2．感覚３.
柵成１．内容１.動き・椅成１．踊り1．
舞踊１．作風１．アプローチ１．感じ１.
握付１．発想１．ジャンル１．境地１．空
間１．創作活動１．

３６新しい傾向の………….….….…作品１．作風１．

ねね祗石巧而

３５新しい…………イメージ1．演出1.動きの追求１．

３７新しい境地･………･……….……作品１．

安直な.…･……………………･…パターン１．
アンビシャスな.…･…………･…感覚１．

アンサンブルもよく……………踊り１．
アンソロジー･…･………………･踊り１．

安定した.…….…………….……踊り1.,11き1.振付1.
テクニック１．
安定していろ…･…･………･……作品1.テクニックＬ
安定感がある.………･…………･作品１．踊り１．
安定度をみせた.…..……………作品１．

安定した味わい………･…..……衣装１．
アンバランス･……･…･…………音・振り１．

足の動きに踊りぬくそうな点…動き１．
鮮やかな対比…･……………･…･動き１．

【イ行】

３８新しい傾向の.………….……….作品１．
３９新しい次元の……….………..…作品１．

１２３４

４０新しさ･………･…………･………感じ１.振付１．
４１新しい….….………･……………装慨１.手法１．
４２新しい方1ｲﾘの.……･………･……作１．
４３新しい感党の.……･……………･I('11.

“新しくない…･………･…………･作風１．

５

４７あつけない結末…･…………..…作品１．

４８厚みをだす必要…･…･…………･群舞１．
４９圧する.…………･…………….…会場１．
５０「ピカのある………………………群舞１．

５１１１：倒させなくてはならない……作品１．
５２漢い……………..………………･作品１．感じ１．印
象１．イメージ１.
色彩１．

５３アブストラクト……..………….作品１．
５４アグストラクトな.…･……….…踊り１.衣装１．
５５甘い…………….………….….…内容１.主MjJ1、
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４５暖めた.………･………………….テーマ１．
４６あでやかな……………･…･….…動き１.印象１．

６１アラベスクな……･…..…………ステージ１．

６２荒々しい…………..…………….柵成１．群舞１．

６３安易な．…･……･…………………とり組み１．
６４安易….…･･･……………･……･…振付１．

６５安易にみえに……………………衣装１．

生きな………･……･………･……感じ１．
テーマ１．アイデイ

生かされない…………………… ア１．

息の合った.……………･………･舞台１．
勇ましさ･……･…………………･表現１．
衣装を計算にいれﾅﾆ･………･…･作品１．

異色………………･･……………･題材１．
異色作………･…･……………･…２．

異質な……..……………･………作品１．

異質の……･………･…………･…舞踊家１．
いそがしい.…｡……………･……踊り１．

板につかない…･…･………･……踊り１．
一考をほしい．………･………･…作品１．

一考を要する.……………･……･動き１．振付１．
－画した.………………･………舞踊１．UMIき２．モ
トーン１．

狙四、皿翠羽型窃

６０妖しい･……･…………….………魅力１．

活き活きした．…………･……･…作品１．

姿勢1．イメージ2．

５７甘すぎた……･…………….…….表現１．
５９あまりふるわない.…….….……男性１．

生き生きとした…………………作品１．

チーフ1．テーマ１．

５６甘さ…….…….………………….内容１．
５８あまり感心できない……………衣装１゜

いい.………･…･……………衣装１．芙術１．

－２００－

－画したトーン･･………………･作品１．

－１，Lたドラマ…･…………..…舞踊１．
－門していろ…..……･…………踊り１．

－賛したテーマ..…………･……流れ１．
一貫したヒェーマンのもの..…･作品１．
－画して流れろ…………………テーマ１．
－画されていない………………テーマ１．

－画性がでない.．………………･表現１．
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意図を生かす.……･……………･テクニック１．

意図不明な………………………大作１．
意図が不明確……………………作品１．
意図不明･……………･…………･作品１.作１.装極1．

意図以下の………………………音楽１．
いやらしさ………･…･･…………振り１．

意表の．……･……………･………棡成１．
異様な……………………………動き１．
異様さ……･………･……………振り１．

意欲的な…………………………鰯:鶴l:鋒
意欲をみせた…･……･……･……作品１．

意欲的……………………………姿勢１．
意欲作……………･……………･･４．

意味深い…………………………mljき１．
意味がある……･…･………･……題材１．
意味がない.……･………………･動き１．

意味性のない…･……….……･…､11き１．
意味がうすい…･……･………･…作品１．
イメージが異質…………………詩と振付１．

異和感……………………………テーマと表現１．
いわくつきの……………………作品１．

陰惨さ………….……………..…内容１．群舞１.デ
ェエット１．
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一貫したものがほしい…………栂成１．
意図のみられる…………………動き１．

０１２
５５５

インパルシプな…………………mlIき１．

印象深い…………………………装圃・照明１．すべ
り出し１．動き３．
作品２．

明１．

印、蛇

印象がうすい.…･……………･…作品１．

印象強い……..………………･…動き１．

印象が強い………………………作品１．

印象に残った.……･……………･作品３．
印象に残る………………………作品１．動き１．表
現法１.
印象が鮮明でない．……･………･作品１．

異質な特徴………………………作品１．

動きの連続………………………群舞１．
nMiきのない…………..…………･振り１．

動きが伴わない…………………衣装１．
勘きをセーブした………………踊り１．

うごめくような…..…………･…動き１．
動きの追求………………………構成１．

動きの追求のみられろ…………作品１．
薄暗い･･…………………･………照明１．
うすい……………･…･….………表現１．
うすい感じ………………………表現１．

うたいあげろ……………………踊り１．主題１．
露いあげた…･…………．.………作品１．作１．
うたいあげていく……･……..…作品１．
うたいあげていた.…･…･………テーマ１．

うたれる………………･…･……･作品１．
歌の解釈でない.………..………作品１．
うったえろ.…･………………･…作品１．
うったえるものが薄い…………内容２．
宇宙的な．……･……･……………スケール１．

美しい･･…………･………………動き４．踊り４．照

１．コントラクシヨ

銅製弱妬

弱記師記弱

印象．.……………………………･作品１．

動きの連続による………………モチーフ展開１．

ン１．装圃１．

窃溺幻記豹釦皿犯

調誕

印象的･……･…………………･…動き１．衣装１．音
楽１．音演奏１．舞
台美術１．演技１．
絵画１．装極１．照

動きの変更………………………照明１．
１１Ml<………………..…………･…肉体芸術１．

明５デュエット５．
作品３．曲３．スラ
イド２．効果１．パ
ターン１.合唱曲１．
オルガン曲１．物語

いろどりのある･･………………･動き１．

印象的な…………………………装囲１．ラストシー
ン１．

ウイットのある……･･……･……作品１．舞台１．

－２０１－

美しさ………･……………..……動き１．群舞１．
美しく演じろ……………………内容１．
美しい線の交叉…………………動き１．
美しいイメージ…………………音楽１．

美しい夢と甘さ..…………･……内容１．
美しい効果…･………･…………･装置・照明１．
うなずけろ………………･…..…作品１．

うまくマッチした………………曲とモチーフと動き
の質の展開１．

うまく使った……………………照明１．
うまく生かした…………………装置１．
うまい処理………………………小道具１．
うまくとけ合っていろ…………照明･美術･衣装１．
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うまい……………………………踊り６．踊り手３．

テクニック２．作品
１．ｍhき１．

２０音にのった………………………剛き１．
２１音をたくみにとらえた…………動き１．

犯羽

２２おとなしい………………………作風１．

うまみのある……………………踊り１．構成１．展

２３オニムバス風･･･…………………作品１.

開１．

うまさ……………………………iii【出１．演技１．群

型オブジェ風の.………･……･……作品１．

うまさをみせた…………………踊り１．

２６重みのある………………………作品１．

うまく……･…………･………･…柵成１．

２７正い感じ･･……………･…………衣裳１．

動きの少ない……………………踊り２．

２８思いきった.………….….………柵成１．

れの展開１．

２５オブジェ風…･…..………………装腫４．

如虹蛇

２９思いつきのような………………作品１．

【ェ行】

３０おもしるおかしく…･…･…･……展開1.

１鋭角的な．.………………………･舞踊１．

31おもしろみがない…………･…･･身振り１．

２映画のテクニック………………装腿１．

３２ｍ苦しい…………………………動き１．

３描き方が弱い…･……･……･……群舞１．

３３おもしろい……………装圃７．栂成５.作品４.振

４描ききれなかった………………内面的な心象１．

付４.踊り３.アイディア３.
テーマ２．曲２．舞台４．構
想２．勘き１．音楽１．創作

５エネルギーに乏しい……………動き１．

６エネルギーをモチーフにした…群舞１．

１．展開１．モチーフ１．音
１．試み１．題材１．スライ

７エポックな…………･……･…･…作１．

ドＬ趣向1．ポーズ1．音

８エモーシヨナルなものが必要…作品１．

と動き１．デザイン１．作曲
１．群の対比１．群舞の対比
１．ファーストシーン１．美
術１．

９エロトロニクスを暗示した･･･…音楽１．

１０iEil出力･……･…………….………２．

１多い･…･…･……………….．……･mljき１．

３４おもしろさ..……………………･動き３．踊I)２．群
舞2．作品1．アイデ
ィア１．出だし１．

２多すぎた……………･…･……･…1IMIき１．

３５おもしろみがある……･…….….作品１．

３おおげさな………………………身振り１．

３６おもしろかった.……･….………作品１．

４犬きい………･………..…………身振り１．

３７おもしろみ……･……………･…･振付１．

５大きな…･………･………………･テーマ４．作品３．

３８おもしろい効果…･……….…….音１．

６大まかな……･…………･……･…怨じ１．

３９オリジナル………………………衣装１．

７大がかりな………………………舞台1.作曲1.形１．

４０オリジナルな．………………･…･作品１．綱成1.発
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想１．曲１．

８大まかである……･…･…………･擬ｂ１．

９オーソドックスな｡…･…………･手法４．曲２．作品
１．mhき１.綱成１．

４１オリジナル性･…･…………･……舞踊家１．

１０奥行を感じさせろ………………装憧１．

必音楽に負けた……………………作品１．

１１借しい…･…………･…･…………作品１．

４５お行儀のよい……………..…….踊りＬ

モダングンス１．切
りこみ１．

１２踊りに伴う動視党な実験………装樋１．
１３踊りにマッチした…･……･……･裟圏１．

４２音楽とのタイミングがよい……動き１．

４３音楽とのタイミングをはずした勘き１．

４６大きな成果………………………作品１．
４７大きな魅力……………..…･……動き１．

１４踊りたくなるような…･…･……･迫力１．

【力行】

１５踊り手を生かした…･…･………･衣装１．
１６踊りの質をうちだした…………踊り１．

１外面的な…･…………………….．とらえ１．

１７踊りこんだ.……………･…･……作品１．

２外向的にとらえた………………作品１．

１８大人の.…･………………･………作品１．

３外国の…………･……･…………･模倣１．

１９大人びた……………．．…………･作風１．

４拡散するヴァリエーション……動き１．
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欠く…………………･…･………･展開１．

４６感動の与えられた………………作品１．

格調ある……･…･………･………衣装１．振付１．

４７感励を盛りたてていく…………作品１．

確立した．…………･……･………リアリズム舞踊１．

４８考えた．……･………………･……作品２．

快心の……………………………作１．

４９考えてつくられた………………作品１．

開眼をした…………･……･……･作１．

５０考えすぎた………………………柵成１．

過剰な……………………………uUjき１．

５１考えあぐむような………………テーマ１．

限りない可能性をもつ…………作品１．

５２考える必要がある………………衣装・照明１．

がたついた………………………振付・構成１．

５３簡潔な…………･…………..……作品１．

固さ…………………..………･…動き１．

５４簡素な….……………………．．…装湿’・舞台１．

固さがめだつ…･………………..､hき１．

５５感傷的な…･………･…･…………作品１．

語りきれない……………………主題１．

５６感愉の起伏………………………表現１．

がっちりした柵成力……………舞踊家１．

５７間接的な…………………………手法１．

がっちりとした…………………踊りの展開１．

５８感じをよくだした．．………….…動き１．

悲しみに満ちた…………………表怖１．

５９感じをだした.．………………….衣装・照明１．

かなしみの…･…･…………･……表情１．

６０観念的でない…………..……….作品１．

かなしみ…………………………表情１．

６１観念的な.…･…………………･…作品１．

活躍が弱い………………………動き１．

６２簡単な……………………………作品１．

過渡期の…･………………･…･…作品１．

６３完ぺきなうまさ…………………踊り手１．表現１．

カオスでない……………………作品１．

“甘美な.……･…･…………………持ち味１．

かっこうのいい…………………踊り１．

６５緩慢な……..…………….………助き1.,11作２．

カニングハムの…………………舞台１．

６６官能の美…………………………作品１．

可能性と追求をめざした………踊り１．

６７甘美にうたいあげた．……･……･作品１．

可能性…･……･………･…………感じ１．

６８感動を消化されない……………内容１．

可能性がある……………………UMIき１．

６９感di2表現が加わっていない……動き１．

歌舞伎風な…･……．.……………立回り１．

７O彼女にぴったりした……………作品１．

空廻りしていろ…………………､11き１．動き。感じ

７１変わった方向の…………………作品１。

１．

【キ行】

カリカチユアライズした………作品１．動き１．

１２３

、弛調弘調

カリカチユア的な……….．……･mbき１．

カリカチユアに終始した………､力き１．
軽わざ的な………………………､bき１．
から-つとしたダンスミユー……創意１．

釦虹蛇⑬坐銅

軽い.…………………･…………･小品１．
可憐な.……･………………･……デュエット１．

華腿な……………………………､hき２．作風１．デ
ビュー１．悩念１．
感銘をうけろ……………………作品１．
感動深い…………………………テーマ１．

感動させる………………………作品１．

感動的な………………..………･舞台１．
感勤させた………………………作品１．

４５６７８９ｍｕ辺⑬魁

調釘鉛釣

華麗さをみせた.…･…………･…作品１．

曲調とともに流れる…….．…･…群１．
曲調をさわやかにくり･…･…･…作品１．
ひろげる

ジックを使った

柄に合った…･……………･……･踊り１．

曲とマッチした．………･………･mbき１．

－２０３－

曲線的な…………………………振付１．

極度に動きを殺した……………群舞１．

技巧的な.…･…………………･…作品１．概成１．
技巧をこらしすぎた……………装髄・衣装１．
技巧に走りすぎた………………感じ１．

幾何学的な.………･………･……動き１．作風１．
既成の……………………………表情１．
奇想天外な………………………樹成１．
鍛えた…･……･…･………………肉体１．

貴重な…………･…….…………･作品１．
希薄な……………………………運mib美１．
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５２清らかな…･……･…………･……作品１．柵成１．

１５荊彌･…………………………･…･詩１．
１６気ばらずに……………･…･……･演技１．

５３強烈な悲しみをうたいあ………内容１．
げようとした

1７きびきびした．…･………･………動き１．

５４既成の小細工……………………動き１．

１８気品のある……･･……………･…作品２.柵成１．デ
ュエット２．

【ク行】

１９気品もでた…･……･……･………作品１．
２０きまじめな.…………..…………勅き１．

１クールな゛……………●…●………作品１．動き１．描
写１．熱情２．

２１奇妙な.……….……………･……作品１．動き’・衣
装１．効果１．

２クールなタッチの………………音１．

２２奇妙で徒労な………･…….….…結果１．
２３きめ細かい………･……･……….作品１．

３空間感をます゛.……………….…作品１．

型きめ細かな.………･………･……表現１．振付１．

４空間を凝縮した…･…･…….……装樋１．
５空虚さ.……………･…………….内容１．

２５疑問を感じた……………………動きの質１．

６偶然性をねらう…..…･…………1IMIき１．

２６疑問のある．…･………………….動きと装硬１．
２７疑問が感じられた．……….……･題材・意図１．
２８共感がもてろ.………･…….……踊り１．動き１．

７空気のような……..…………….雰囲気１．
８苦心の…….……….…….………力作１．
９苦心がある．…….……………….柵成１．

２９共感のもてろ.……………….….作品１．

１０苦心がみられる……･…….….…限付け１．
１１苦心が感じられろ…･….……….助き１．

３０究明を欠く.……･………………･木質１．
３１協調…･…･…………･……………照明１．
３２強調した…………………………装圃１．

１２具象的なイメージ…………..….オブジェ１．
１３<つき０とした….……･…….…背景１．

３３器用な．…･……･…………………テクニック１．

１４くふうがほしい…………………振付１．衣装３．

３４強烈な..……….……･･…………･作品1.0Mjき’・印

１５くふうを要する.……･…….……作品１．

象２．太鼓２．姿勢
１．座力１．

１６くふうある.….……………….…桐成１．
１７くふうをこらした……･….…….作品１．

３５強烈…..……………･……………表現１．
３６強烈な香り………………………作曲１．
３７輿をそぐ…･…………･….………作品１．

３８興味ある.……･………………･…作品１・動き１．舞
台１．

１８クラシックな…..……………….衣装１．
１９クラシックな感じ………………衣装１．
２０クラシックな印象………………音楽１．
２１クラシカルな……………………様相１．味わい１．

３９興味深い．.………………………･作品２．棡成１．題

２２クラシカルな感じ……..…….…衣装，、

４０興味がある．…………………･･…作品３．

２４暗い….……………………….…･ステージ１．

４１興味をおぼえた……･………･…･作品２．

２５暗い感じ.….………………….…照明，、
２６暗さに終始した..….….….…….作品，、

材１．

４２きわめてシンプルな．……..……装置１．

４３きれいな………..……………･…踊り１．群郷’・情
景１．

４４きれいである……………………踊り１．身のこなし
１．

４５均整のとれた……･………….….女性の身体１．

２３グラマスクな……..…………….姿態，、

２７狂ほしい…….…….…………….､l,き，、
２８訓練された….………..…...……踊り，、
２９苦心の試み..…………….………作品，、

３０具体的にわかろ…･….………….踊り１．

４６近代的な……………･……….….感覚１．
〃近代的感覚の……………………手法１．

【ケ行】

４８緊張感……………･…･………….動き１．

１軽快な..……………………･……動き４．踊り1．作

４９緊迫した．.………………………･ムード２.踊り１.

品１．小品１．
タッチ１．

動き１．舞台１．

５０緊迫したものがある…･…．.……ソロ１．

５１緊迫感を認織させる………..…･作品１．

２軽快さ…･………………･…･……動き３．
３ｉｉ１･算された………………………柵成１．
－２０４－

舞踊の鑑賞語・評価語一魔
４５６７

軽妙な……………………………舞台１．

晄惚の境地をさまよって………動き１．
いるかのような

形而下的な………………………作品１．
形容過剰の…..……………･……表現１．

劇的な．……･……………………･柵成４．動き１．内

10

高圧力の．……………………･…･空間栂成１．

11

効果的･…･………･………………衣装５．音楽２．装
圃１．背景１．ドラ
ム音１．メーキャッ

容１.展開１．筋１．

1２

決定的な……………………..…･作品１．

1３

プ１．

明１．

幻想的な．…………･…･…………テーマ１．

幻想性を欠いた.…･………･……小道具１．
現次元的な..……………･………感覚１．

効果的でない……………………美術１．

現実的………･…･……………･…要素１．

現代的な…………..……………･作品２．栂成１．内
ものＬ

珊､の…･……･……･……………動き１．Ｋ91,%２１．セ
現代風な…･…………･………･…変形１．
現代的……………………………衣装・装圃１．
現代を描きだす…………………作品１．
現代に通じろ…･……………･…･内容１．

現代舞踊らしい……･……･…･…作風１．
現代的状況の舞踊化…･…･…･…内容１．

絢鰯多彩な.…………･………･…作品１．
現代社会の………………………mljき１．

絢欄・豪華………………･…..…衣装１．
検討すべき………………･…･…･作品１．
ケンタイ感………･………･……･作品１．
決して悪くない..………………･踊り１．

【．行】

１栂成的な…………･……･……･…舞台１．
２高度な……･……………..………技術１．

３高度の……･……･…………･……振付・意図１．
４光彩を欠いた……･…･…………･動き１．
５硬化した…………………………作品１．
６好演･…………･…………･………３．
７ゴージャスな……………………舞台効果１．
８ゴージャスさを捨てた…………作品１．

効果があった……..………･……小道具１．
効果……………．.……………･…音楽1．昭子音楽1．

効果が大きい……．.………･……音・照明１．
効果をみせた……･･……………･装囲1.スライド１．
演奏１.照明･装囮1．
快い.……･……………･…………小品１．舞踊会１．
心にくい…･…･……･……………手法１．

心を打たれろ.……･…･…………作品１．
心暖まる………･…………･…･…作品１．

個性………………………………動き２．踊り手２．
個性的な……･…･…………･……動き２．作品１．表
現１．

現代的感覚………………………衣装１．

酩酊泌羽釦、犯調弘弱調諏鈎羽如虹妃姻

皿巫麗塑窃溺幻躯豹釦、犯調

効果をみせる…･……………･…･美術１．

四ｍ皿塑函型窃

原始的な素朴さ…………………衣装１．

１１１１１

原始的な…･……･………･………衣装１．

ンス１．

効果がある………………………音楽１．エレクトー
ン１．

けれん味のない..……･…………作品１．

容１．群舞１．テー
マ５．音楽１．出し

2０

効果的な……･…･…･……………作品２．音楽２．照

４５６７８

８９ｍｕ⑫、叫嘔遁刀四四

劇的表現…………………………内容１．
けだろそうな.…･………･………肉体１．
結末が安易………………………感じ１．

個性がある…………･……･…･…作品１．
個性のある……･……･…………･翻台１．

個性豊か………･･･………………動き１．
個性をみせた……･…･………･…踊り手１．
個性を表現する･･……･…………振り１．
個性が発揮された………………舞台１．

個性を披露する………･…･……･新作･１．
こつだ.………………..…………装置１．衣装１．
小粒な……･……･………･………作品１．

固定化した………………………動き１．
孤独感にあふれた.……･………･音楽１．
こなし切れなかった……………内容１．
こなされた.………………･…･…作品１．
こなしていろ……………………テーマ１．

小道具を生かす…………………装置１．

古典的である…･……･……･……作品１．
古典的意味………………………踊り１．

古風な……………………………音楽１．主題１．感
じ１．

4４

-２０５－

古風･…･…………………………･フイーリング１．
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１３さわやかな..…………･…………動き４．作品３．イ
メージ１．群舞１．
感じ１．曲調１．気

４５細かい．……………･…･…………動き３．舞台栂成1.
ニュアンス１．

４６細かすきる……………･…･…･…振り１．

配1．プロローグ1．

４７コミカルな………………………内容２．動き１．作
品１．踊り１．要素

衣装１．

１４さわやかな印象の.……･……･…作品１．

１．球１．味わい１．

１５漸新な..…………………………･柵成１．様式１．装

４８コミカル….………･………･……作風１．

凪１．

４９コミカルな味……･………･……･振付１．

１６さらっとした｡….．………………作品２．栂成１．

５０コミックな…･………･………･…作品１．
５１コミック風…･………･･…………マイム１．

【シ行】

５２コミックをねらった……………踊り１．
５３娯楽版…．.………………………･内容２．

１詩と舞踊の結合をめざした……作品１．

５４今日的な..………………………･感覚２.題材１.踊り

２涛悩のある.…………･…….……作品２．

５５今日の……………………………踊り１，

４持悩豊かな．………･……………･作品３．
５詩情をたたえろ……..…………･作品１．

１.テーマ１.表現１

３詩悩がある.…･…………･………作品１．

５６今日的な感覚･…･………･………舞台１．
５７今日的な状況･…………･……･…内容１．

６色彩豊かな.……………..………衣装１．
７色彩豊か.…･………..……･……･衣装１．
８色彩感あふれろ…………………衣装１．
９色彩MHのでた.………………･…･作品１．

５８今日の状況………･…..…………内騨１．
５９今日最もいいたい………………テーマ１．
６０今日の時代に生きていろ………踊り１．
６１困難な……..…･…………………作品１．

１０次元の商い･…………･………･…作品１．

６２コントラスト･…………･………･衣装１．

１１次元が商い…･………….．………作品１．

６３コントラストのある．.…………･動き２．

１２視覚的．.…………………･………作品４．動き２．柵

６４混乱………..………･……………柵成１．

成１．要素１．テー
マ１．場面１．イメ

６５混乱がみえる..………………･…創作方法１．

ージ１．

６６混乱を拙い仁･……..……………アンサンブル１．
６７混沌とした..……………………作I1iil12・踊り１．動
き１.柵成１.作１．
音楽１．印象１．

６８効果的なアクセント動き１．

１３視虹的な.…･…………………･…音楽１．効果１．舞
台柵成１．変化１．

１４視覚表現の…………..……･……抽象的性格１．
１５自己満足的な…･……･……･……作品１．

【サ行】

１６社会的な…･………･……………･テーマ１．

１最高の…･…………………･……･作１．出来ばえ１．

１７社会性のある…･…･…………･…主題１．

２サイケ調の………..……………･衣装１．

１８姿勢の整った.………………･…･人１．

３再櫛簗しようとする．．…………･姿勢１．

１９自侭作….．……………………･…１．

４再検討すべき………..…･………主題と技術１．

２０静かな.…･………………………･mllき２．ムード１．
２１忠ifM的な..……………………･…テーマ１．埜盤１．
２２自然な…..………………･………展開１．

５冴えた……………………………動き１．振付１．
６冴えがみえた……………………表現１．

７冴えない…….………･…………･美術・照明１．

２３下世話すぎる……･….…………･テーマ１．

８作品を盛りあげろ.…………..…音楽１．

型しつこすぎる．……･…･…………感じ１．

９作品の意園をよくふまえた……減|{１１．

２５実力ある.……･………………･…踊り手１．
２６実験のような………………..…･作品１．
２７実験的なもの･…………･………･音楽１．
２８実質的な…………………………向上１．

１０作品を軽視した…．.…･…………役えらび１．
１１さびしい､.……………………･…テープ演秦１．
１２繊々な.……･……………………･動き４．内容１．テ
クニック１.方向１．
棡紐・表現１．モメ
ント１．

２９失敗した…………………………作品１．
３Oしっかりした･………･……･……シン１．

－２０６－

舞踊の鑑賞語・評価語一覧
３１質の異った．…,…………………･舞台１．

６９自分しか理解できないような…踊り１．

３２叙情的……Ⅲ………･………･･……作風２．作品１．

７０芝居的.．……………………･……感じ１．

３３叙情的な……………･……･……･テーマ２．デュエッ

７１じみな……………………………作品２．

ト１．曲１．

７２地味さ･…………………･………･動き１．

３４叙情味がある…･………………･音楽１．

７３渋味のある………………………作品１．装置１．装

３５叙憾牲……………………………振付１.衣装１．

極・照明１．

３６叙情味豊かな……………………作品１．

７４昇華･……………･………･………作品1．

３７しゃれた…………………………作品６．テーマ１・
振付１．ムード１．

７５昇華された………………………作品１．
７６昇華されない．………･……･……内容１．

スタイル１．

７７昇華しない感じ…･…･･…………作品１．

３８写実的に描いた…………………テーマ１．

７８消化されない……………………作品１．

３９珠玉の…･……………………..…作品1.

７９秀作………………………………１．

40重厚な……･……･……………･…作風１．背景１．

８０情趣がほしい……………………動き１．

４１重要な…………･…………．.……作１．

８１情緒が覆いつくして……………作品１．

４２宗教的な…………..………･……モチーフ１．

しまっている

４３主観的な．.……………･…………意図１・

８２情景描写…………………………作品１．

“執念をあらわす…………………踊り１．

８３ジャズ風のテンポ………………作品１．

４５充実………………………………内容１．

４６充実した．……･………･…………作品２．内容１．舞
台１．

８５情緒がある･･･……………………コスチューム１．

８６消極的な……･…………･……….姿勢１．

４７充実していた……………………内容１．

４８充分でない………………………展開１.主題・構成
１．

８７処理が問題…………･…….…….オブジェ１．’

８８シヨパン解釈に新生面を.……..音１．
だした

４９充分生かしきれない……………テーマ１．

５Ｏ充分うち出していない…………原作のニュアンス1．

５１趣向をこらした…………………装置・小道具１．舞
台１．

５２充分信頼できろ…………………踊り手１．
５３自由な………..…･………………動き１.表現１．主
張１．

５４純粋な.……………………．.……動き３゜踊り１.情
熱１．

８４ジャズ風な…．．…………………･曲１．

８９上品さ………..………………….衣装１．
９０」二品な…………･………．．………動き１．
９１シヤープな………･･…………….動き２．構成１．振
付1．創作１．力1．
感情と感覚１．

９２冗慢な……………………………作１．感じ１．
踊り１．
９３冗談さ……･……….…….………構成１．

５５純粋さ･……………………..……作品１．舞踊１．

９４女性的な…………………………ムード１．

５６純粋に･･……………….…………踊り１．

９５女性らしい…･…………………．､作品１．

５７純化した…………………………テクニック１．

９６初歩的な…･…･………………･…感じ１．

５８時代逆行な………………………踊り１．

９７しりきれとんぼ…………………感じ１．

５９時代にそぐわない………………感じＩ.

９８白と黒のコントラスト…………衣装１．

６０時代を香わせていろ…･……･…･音楽１．

９９ショウ風な………･･…………･…動き１．

６１純粋舞踊………….．……………･１．

１００ショウ的な｡………………･…･…傾向１．

６２柔軟性がある…..………………冒曲１．
６３集大成した……….….…………･作品１．
６４重量感のある…･………･………･作品1１．
６５主狼のある………………………作品１．
６６質の高い･･…･……………………作品１．
６７質のよい…………………………動き1.
６８質のそろった……………………作品１．

１０１象徴的…………･……･…………･踊り１．表現１８装
置１．小道具１．

１０２象徴的な.…………･…･…………動き１．方向１．
１０３象徴的に…………………………舞踊化１．
１０４象徴的だ….．………………･……内容１．

１０５象徴化した………………………衣装１．

１０６象徴した…………………………装置１．
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１０７神経質すぎる……･………..……動き1．
１０８シンがない．…………………･….踊り１．
１０９新味がある…･……･……………･作品２．衣装１．
１１０新味がでていた.………….….…柵成１．
１１１新味が纏じられろ………･….….振り１．
１１２新味がない…･…………….…….内容１．
１１３心象に流れろ.………….．………モチーフ１．
１１４親近感がある……………………作品１．
１１５親しみをます……･………….…･音楽１．

群舞榊成1．舞踊化
１．演技１．演技力
１．踊り手１．

４すぐれている.…………･……･…動き１．内容１．踊
り１．表現１．アイ

ディア１．群舞１．
照明１．演出１．ラ
スト１．技術１．

５少ない..……･……………………動き１．
６少ない動き…･………･………･…作品１．

７すぐれた感覚…･･…………･……装極・照明１．
８すぐれた味わい……..…………･照明1．
９すぐれた効果..…………･………照明１．

１１６親しみやすい……..…………….ストーリー１．

１１７親しみのもてろ……….….….…公iii１１．
１１８深刻な.…………･………………･表悩２．
１１９真剣な..……………………･……気迫１．
１２０心理的………･……･…………….踊り’・舞踊化１．

１０垂直な.……………………･…･…勘き１．
１１スケッチ風･…………………･…･助き１．

１２スケッチ風の…･…･……………･作品１．
１３スケールの大きい……･…･……･舞台１．

１２１心理的な.………….….…………表現１．
１２２心理的変化を描く．.……….……群舞１．
１２３シルエット風の.….…………….動き１．
１型シンプル.…….…………………･動き１．
１２５シンプルな．…………･…….……装匝２．

１４スケールのある..………………･踊りぶり１．
１５瑞々しさを身上とするような…踊り手１．

１６すすんでいろ..…………･………表現技術の開発１．
１７スタジオパーフォーマンス……装圃１．

１２６シンプルさ.…….……….………動き1．衣装1.

１８スター性………･…………･…･…人１．

127シンプルな感じ.………..………衣装1.

１９すっきり…………･……･……･…UMIき１．

128シンフォニックダンス風.…….､作IUMI1.

２０すっきりとした…･･………･……衣装２．

129神秘的な……….………….….…ソロ1．舞台1.
130新鮮な…..……………………･…舞台２．作品１.デ

２１すっきりした……………………作品１．動き１．柵
成１．踊り１．ソロ

ュエット１．意欲１．
体の動き1.

131新鮮さ.…………･………･………動き２.振付１．技
法１．

１３２新鮮さのある.……………….….作風１．

郡すっきりしない．………･……･…椛成１．
２５ステレオタイプな…･･･…………考察１．

135新感覚の.……………………..…作品1.
136十分吟味した．…….…………….動き1.
137詩的な内容をもった….…….….作品1.
138しっかりした動きによる………柵成1.
139質に難点があった…………..…･動き１．
１４０深刻な表情の.……………….….作品１．

２６ストーリー･………………….．…展開１．

２７ストーリー的な．.……･…………主題１．
２８ストレートにだしていろ………テーマ１．

２９素面･…･………………………･…内容１．

３０素直な…･…･………………･……作品６．内容１．動

き１．踊り２．表現
１．感覚１．

【ス行】
１２３

３１素頂に………………..……･……振付１．
３２素直さ･……………･……………･踊り手１．
３３素直に表現．.…………………･…内容１．

すがすがしい..…………･………作品１．印象１．）

すがすがしい感覚･…･…………･作品１．

すぐれた………･………･……･…作品４．作１．群舞
アイディア１．装魍

１．手法１.場面１．

２２すっきりしてきた………………動き１．

２３すっきりしたできばえ…………作品ｌ・

１３３新鮮･………………….………….衣装1.
134充分あらわしきれない..……….内容1.

１．デュエット１．

１．ポーズ１．衣装

１，

３４頭脳が先走ｂした．……･……･…感じ１．
３５スパニツシユ的…………………動き１．

３６すばらしい…………･…･………･動き３．装置１．照
明１．
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すばらしい成果…………………デュエット１．

２５生気あふれた….…………･……･運動体１．

すばらしい効果……･………･…･曲と動き１．

２６生命力……………………………動き１．

スピーディな転換･…･…………･装邇１．

２７生命力あふれろ…………………動き２．

スピード感を伴う………………構成１．

２８生命力あふれた…………………舞台１．

スペクタクル…………･…･……･栂成１．

２９．生命力のあふれた………………舞台１．

スペクタクルに展開………..…･鯛成１．

３０正統的……………………………作品１．テーマ１．

スペイン風な……………………音楽１．

３１生硬な…………･…………･…･…動き１．表現１．感
じ１．

スペイン風の.……………･……･音楽１．
スマートな……………･･…･……動き１．感覚１．

３２生長ぶりをみせろ………………踊り１．

鋭い…･…………･………･………感覚３.現代感覚1．

３３セクシーな………･……･……･…動き３．

スローテンポの……･…･･………ジャズ１．

３４セクシアルな……………………作品１．表現２．

スケールの大きい………………作品１．踊り１．

３５ゼスチュアをいれた……………作品１．

３６精力的な……･…･……･…………舞踊化１．
３７節度をつけた…･………………･･踊り１．
３８説得力をもつ……………………作品２．
３９説明的……………………………性格１．

素速い共鴇を感じさせた………作品１．

すてがたい魅力…･……･……･…踊り１．

【七行】
１２３４５６７８９ｍ

４０説明的な…………………………作品１．

清新な感覚..………………･……踊り１．振付１．

４１説明のある…･……………･……･作品１．
４２説明がかった……･………･……･作品１．

整理しすぎた印象………………作品１．
整理がほしい…･･……………･…動き１．

４３繭極的な…………………………姿勢１．

整理不足…………………………感じ１．

４４迫ってゆく………………………動き１．

清澄な感じ………………………動き１．

４５セミクラシックな………..…….感じ１．

清新な……………………………デュエット１．

４６前進的.……･……………･………作品１．

清新………･………･…………･…デュエット１．

４７前近代的な.……･……………･…作品１．

清新の気を注入する……………踊り手１．

４８前衛的……………………………作品２．手法２．

清潔な．……………･……………･衣装デザイン１．

描写１．

清楚な……………………………舞台装極１.衣装Ｌ
装圃１．

11

清純な………･…………･………･作品１．エネルギー
１．

⑫皿以巧

清純さ…………･……………･…･踊り手１．

４９前衛風の…………………………作風１．
５０全身の微妙な伸縮………………動き１．

５１線の強い…………･…………..…動き１．
５２線が美しい.…………･…………･衣装１．

５３繊細な……………………………テクニック１．持ち

清純そのもの……………………雰囲気１．

味１．動き１．感覚

清浄的な…･…･……………･……動き２．

２．作風１．

静と動の…………………………動き１６コントラス

５４繊細さ……………………………動き２．

静・ｍｈの.……………･………･…対比１．

５５鮮明な……………･………･……･イメージ１．衣装

ト１．

６７８９

１１１１

１.印象１.感覚１．

成果が伴わない.……･……･……作品１．

５６鮮明度を発揮した.…………･…･作品１．

成果力注まれない…･…･……･…作品１．

成果をみせた．…･………………･意図１．衣装デザイ
ン１．

５７鮮明でない………………………舞台表現１．
５８鮮明にでない……………………内容1.モチーフ１㎡

釦、翠瀦型

正確な……………………………テクニック１．

５９鮮明にだしてほしい……………意図１．

正確に伝達されろ………………イメージ１．

６０．センチメンタルな………………作風１．

成功した…………･……………･･スライド使用１．

６１センシテイブな.…………･……･作品１．

成功作･………･…………………･１．

６２鮮明でない,…･………,…………内容１．，

成功しにくい……………………題材１．

６３鮮明に欠けろ……………………作品１．
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２１にくましい……･･…･……………エネルギー１．．

【ソ行】
１

壮大な………･…………･･………音楽１．合唱ユ．バ

２２だ〈みな………･･……………･…構成３．装魍３．照
明３．作品１．手法
１．表現１．舞台１
舞台柵成１．群舞柵

イタリティ１．

２３４５６７８９ｍｕ辺坦叫巧

壮厳な………･………….．………作風1．音楽1．
壮璽な……………………………音楽1.合唱1.音１．
創作として弱い.…･………･……作品1．

成1.プリージ１．

２３だ〈みさ…………………………美術１．

２４巧みに活用……….……………･･アングラ曲１．

創造的な……･………･…….……精神１．

２５たくみに使った…………………小道具1．衣装１．

総合的な…………………………力１．

２６巧みな処理…｡.……………….…空間１．

ソフトな…………………………トーン1．タッチ1．

２７確かな……………………………テクニック３．

ソフトな感じ…..………………･装麗１．

技法１．

２８確かさ……………..…………….テクニック４．

ソフトな感覚……………………装置１．

２９多彩な……………………………描写１．
３０駄足.……………･…………･……スライド１．
３１蛇足の感….…･…………………･装置１．
３２単純な.………･………………･…櫛成２．作品１．

そぐわない………･………･･……衣装３．感じ２．

素朴な……………………………内容１．
素朴…･……………．.……………表現１．
そらぞらしい.……………･……･作品１．

踊り１．

存分に踊りぬいた………………内容Ｌ

３３単純…………･…..………………構成１．

即興的な効果をねらった………構成１．

３４単純すぎた…･･…………….……創作１．
３５単彩な･･…………………….……衣装１．

【夕行】

３６単彩的…･……･……………….…衣装１．

１２

大作．．…6…………………………６．

３７淡々とした．…………………….､内容１．群舞１．

ダイナミックな…………………動き４．踊り４．作
品１．振り１．群舞
１.舞台１.場面１．
音楽１．照明１．

３８単なる背景…….………….….…動き１．

３４５

ダイナミック……………………動き１．音楽１．

ダイナミックに..………………･作品１．欄成１．

３９愉しい…..…………………….…小品１．
４O楽しい….…………･……･………舞台２．動き１．作
品１．踊り１．

４lたのしさ･…･………………･……踊り１．

４２たのしめた………………………作品２.踊り１．

６７８９ｍｕ⑫咀必巧遁刀姐四ｍ

大胆な..…………………･………動き１．衣装１．
発言１．試み１．

４３たのしめる………………………踊り３.作品1.舞台1.

タイミングがほしい……………踊り１．

44たのしめるもの……..…………･作品１．

大饗宴を思わせろ………………作品１．
体当りの…………………………踊り１．

体当りした………………………作品１．
対称的な……………..…………･動き１．

対比………･……………..………動き１．曲と踊り１．
対照的な…………･…………･…･色彩１．
対照的なおもしろさ･………･…･動き１．
対比的な効果……………………動き１．
題名と違う………………………感じ１．

たいへんおくれた感じ…………振付１．

４５楽しさを満喫させた.…･……….踊り１．
４６堪能しうる．.…………….………作品１．
４７堪能できろ………………………踊り１．
４８堪能する..………………………作品１．

４９多面的な.………･…………･……内容１．
５０多面性………･……………..……作者１．
５１男性的な｡………..………………ムード１．
５２高い質の.………………….……･作品１．

５３多少難がある……………………動きＬ
５４単なる肉体の展示に終る………作品１．

高い…･…･………………………･内容１．技術１．

【チ行】

商い次元をもつ……･……･…･…振付者１．
高く評価する…･……･･…………作品１．

多角的に迫っていた.……･……･タイトル１．’

１力強い･…･………………………･作品２．動き１．
２力強さ…･………………･……･…動き２．
－２１０－

舞踊の鑑賞語・評価語一覧

３知性のある………………………作品１．
４ちぐはぐな.…･……………･……印象１．

５抽象的な.……………･……･……動き４．表現３．作

品２．内容２．モチ
ーフ２．踊り２．柵
成１．技法１．描き
方１．

６抽象･……･……………………･…動き１．踊り１．
７抽象化した………………………動き１．小品１．
８抽象的に.…･……………………･表現１．

９抽象的…･……･………………･…テーマ１．表現１．
振付１．

１０抽象表現…………………………１．

１１中途半瑞な………………………作品１．印象１．

１２繊密な……………………………栂成４．動き２．感
じ１．描写１．

１３繊密な計算………………･…．．…照明１．
１４繊密性のない……………………作品１．
１５調和を欠く……………..………･衣装１．
１６珍奇………………………………題材１．

１７陳腐な……………･…･･…………モダニズム１．
１８直情的．…………………･………･表現１．
１９直裁な……………………………描写１．
２０着実な…･…･…………………･…テクニック１．
２１忠実に原作のイメージ..………･構成１．
２２繊密な計算がある………………構成１．

２３綴密な計算がほしい……………構成１．
【ツ行】

１使いこなしていない…･……..…装置１．
２追求の甘さ……………･……･…･主題１．

３痛快さ..…･………………………動き１．
４つかみにくい………･…･…･……内容１．意図１．
５つかみ方がよい…………………テーマ１．

６疲れがある………………………群舞処理１．
７積み重ね･…………･･……………テーマ１．
８冷仁い･･………………………….感じ２．
９強い･………･…………･…………踊り１．イメージ1.
1O強い意志…………………………創作１．

１１強い熱意･……………………..…創作１．
１２強<印象に残った………………作品１．
１３強さのない………………………モチーフ１．
【テ行】

１テーマを十分とらえた……･･･…動き１．

２テーマをよく生かした…………踊り1．

３テーマに忠実……………………作品1．
４テーマが明確にあらわせない…作品1.
５デーモンを表わす．……･………･群1.
６抵抗なくみられた………………作品1．

７底力をもつ…..………………･…群舞アンサンブル1．
８テーマとは違う……..………･…作品1．
９低迷していろ.…･……………･…感じ1.

,0停滞を感じさせろ..…………･…振付1.
,，手堅い……….……･……･………榊成１．

，２適当な….…………….……･……動きの追求1.
,3適格な.……………･…………･…表現１．
，４適格さがあった.…………･…･…動き１．
，５適格にでない.……･･……………表現１．

，６適確な.……………….……･……コミュニケーション
１．

，７適確に表現されていろ…………主題１．
，８手際よい.….……………………･表現1.

,9手際よく…………･…･……･……音処理1.
2．テクニシャン..………………･…踊り手１．
２，テクニックのある.…･………･…踊り１．人1.
22テクニックを躯便した…………蹄ｂ２．
２３テクニックをふろに使った……動き1．

型テクニックでみせろ…･…･…･…踊り２.作品1.
２５テクニックが同化したもの……作1．
２６テクニックだけで満足して……作品1．
いろ,

２７典型的な.…………….………….作品1．内容’・ダ
ンス様式１．
２８デリケートな….………..………動き１．
２９テンポのいい……………………作品１．
３．テンポよく….…………．．………展開1．
３，テンポよい.……･…………･……筋の運び1．
３２テンポよく展開した．..…………作品１．
３３テーマを踊りこなしていろ……作品１．
３４テーマをこなしていに…………作品１．
３５テンポの速い……………………動き1．
【卜行】

１統一………･…………･…………動き１。
２統一性.…･…………･……………動き１．
３統一された美しい.……･………･音楽１．

４束洋風な…………………･…･…･手の動き１.ムード
１．

-２１１－
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動的な…..…･……………………主題１．視覚美１．
動的オブジェ風･･……………･…装置１．

動と静の.………･……･…………コントラスト１．
唐突に思えろ．…･…･…..………･作品１．
闘争的につき進む………………動き１．
とぎれる感じ…･……･･…………動き１．

どっしりした……………………美術１．

努力がみとめられる……………榊成・振付１．
解き放たれた.………･………･…動き１．

動と静のよい対比…..…･………動きの質１．
同量の変化……..……………….動き１．

動作の羅列･………………･……･作品１．

途切れろことのない……………音楽構成１．

【ナ行】

特色をだした･･…………………･作品１．

１ナイーヴな．…………･…………･作品１．動き１．感
情１．

特色がある．………･……･………衣装１．

特色を生かした…………………作品１．

２ナイーヴな踊りの……･…･….…展開１．

特色がない.…･………………･…作品１．

３ナイーヴさ………………………作品１．

特徴のある……･…･………….…動き１．

４内容をつかんだ…………………動き１．

特徴がある…･………･……….…動き４．

５内容とつながらない……………印象１．

特徴ある…..………………….…動き１．

６内容をあらわす．……･…………･動き１．

特徴を生かす……･……-.………動き１．

７内面的な.…･………………･……表現1.リズム2.モチ
ーフ１．ドラマ１．

特徴のない………･…………･…･動き１．

情感１．

特性のある………………………作品１．振付１．
特異な．……………･…………….衣装３．テーマ１．
題名１．表現１．音
楽1．デュエット1．
日本調の音楽１．

塑窃酪酊
2８

“妬妬灯鮨蛆

５６７８９ｍｕ⑫狙以巧遁刀狙四ｍｍ翠溺

東洋風の.．…………………･……ゴタイ曲１．

８内面的なもの…………･….…….内容２．
９内面的な追求…･…･…･…………内容１．，
１０内面がよく表われた．.…………･作品１．
１１内面のきびしさ･…･……･………内容１．

特異の,.b……･………･………….動き１．

１２内面にこもった…………………感じ１．

特異性のある……･………･…･…作品1．創作１．

１３内向的にすぎろ．.……….………動き１．

特異な色彩…･……………..……衣装１．

独自な…･…………･………･……作品1．イメージ1．
様式１．

独自の…･………･……………･…踊り１．構成力１．

１４内攻的な.…………･……………･表現１．

１５内面的把握が足りない……･･…･作品１．
１６長い……………･………･……･…群舞１．
１７長すぎた.…･……･………………作品１．

発想１．

羽釦釦銘鍋弘妬妬町銘釣

１８流れろ……………………………フォーメーーシヨン１．

独自性………･…･……………･…動き１．作品１．
独善的な…………･…･………･…手法１．

１９流れていくような･･･……………感じ１．

堂々とした.………･………･……肉体美１．

２０流れるような.……………..……動き１．

堂々と主題に迫った……………佳作１．

２１なっかしいメロディの…………曲１．
２２生々しい･……………･………･…印象１．

独創性…･……………･…･………舞踊家１．

２３生まな…･………･……………･…感動１．

整っていろ………………………作品エ．

２４なまめかしい感じ………………群舞１．

整いが足りない…………………動き１．

２５ナルシシズム…･…･……………･作品１．

閉ざされた………………………作品１．

２６ナルシストな…･……………･…･作品１．

とまどいのある…･…･…………･作品１．

”難がある.…･……………………･動き１．

乏しい………･………………．.…内容１．

ドラマチックな…………………作品１．内容１．要

２８難点がある………………………構成１．

ドラマチックな……………..…･テーマ１．

３０難解………….｡…………･……作品１．

ドラマを予感させる……………雰囲気１．

３１ナイーブな美しさ………………作品１．

ドラマ性がない…………………作品１．

３２内容をこなしきれない…………作品１．

とりくむ…………………………姿勢１．

３３納得がいかない…………………作品１．

素1．展開１．

２９難解な……………………………イメーージ１．

⑩虹銘⑬

－２１２－

舞踊の鑑]竃珸・評価語一覧
３バイタリティにあふれた………舞台１．

【二行】
１２３４５６７

日常的.………………･………･…､h作１．
日常的な……･…･………………･mllき３．作品１．

舞１．

日常的ありふれたもの…………表現１．

６激し<…･……･………………….iUjき１．

似かよった………………………作品１．

７はげしい努力……………………感じ１．

につまってこない………･･･……動き１．

８破壊的な…..…･…………………迫力１．

賑やかな…･……･…･……………描写１．

９迫力のある………………………曲１．

日本的……………………………作品1．イメージ1．

１０迫力がある………………………動き１．

題材１．素材１．ム
ード１．愉緒１．

日本的な…………………………動き２．題材５．情

８

４把握していろ.．………………`…役柄１．
５はげしい…………………………動き８．踊り１．群

１１迫力ある…………………………栂成２．作品１．舞
台1．舞台椒成１．
合唱１．

緒２．発想法１．素

１２迫力………･……･……………….手法１．

チューム１．バイタ

日本舞踊の舞的な．…･………･…､11き１．
日本人離れしに.…………･…･…感覚１．

１３迫力が乏しい……………………振付１．
１４迫力がほしい．……………..……動き１．
１５迫力を欠いた……………………群舞１．
１６迫力が不足していろ..….………作品１．
１７破綻のない………………………作品１．
１８破綻なく……･…･……………….踊り手１．
１９溌刺として………………..…….動き１．
２０発展がない.………….…….……動き１．

ニヒルな..…………….…………内容１．

２１はでな……………………………展開１．風貌１．

ニュアンス…….…………･…….感じ１．

２２馬鹿々々しい……･………….….舞台１．
２３はなやかな．……………･…….…舞台３．踊り２．感

材１．曲調１．コス
リテイ１･

９ｍｎｍ⑬叫巧嘔刀囮

日本的なもの……………………作品１．
日本的愉緒..…･…･……･…･……内容１．
日本の.……･……………………･題材１．
日本舞踊の．…･……………･……テーマ１.

ニンフ風.….……………………･踊り１．

人1M悠竹の………………………作品１．

じ１．

２４華やかな模様の…………………藩物１．

【ネ行】

２５速い……………………………動き１．

１熱波･………･………………･…１．

２６幅のある.…………………….….作品１．

２練りあげﾅこ･………………･……･作品３．
３念願が描かれていろ……………内容１．
４｝1§輪を感じろ.………………..…舞台１．

２８パターン化した……..………….群舞１．

Ｗ行】

２７ハプニングな…..…………….…表現１．

２９バランスがよい…………………作品１．

３０バランスがいい……..….………動き１．作品１．

３１バラエティに篇んだ……………作品１．舞台１．

１澱厚な…………･……･…………･仕上げ１．
２澱厚で…………..………………･動き１．
３１W度の1115い･………･………･……作品１．
４能風の朗唱･……………･………･音楽１．

３２ばらばらな･･………….…………mllき１．

５のびのびと……………･…･……･演技１．

３６パロディな….………………..…雰囲気１．

６のびやかに.……………･………･動き１．
７伸びやか…．.………･…･………･･筋肉１．
８のI)すぎた.………･…………･…様式１．
【ハ行】

１バイタリティ…･………･………･内容１．
２バイタリティある………………踊り１．

３３バレエテクニック………………１．

３４バレエ風･………………..………ストーリー１．

３５バロック的………………………音楽１．
３７パワフルな………………………表現１．
３８パントマイム風……...…………作品１．
【上行】

１低い….……………………･…･レベル１．伝達系数
１．

２ひきしまった..……･……………舞台１．
－２１３－
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３４５６

控え目な.……………………..…作品１．
悲惨な情景……･…･…………….内容１．
卑小な.…･……………………….成果１．
ひたむきな…･……･…………･…姿勢１．気迫１．悩

１４深まりがでろ…･………･………･作品１．

必然性に乏しい…･…･………….作品１．
必然性がほしい………..…･……作品１．
－つの特徴を示した……………照明.美術.衣装１．
美的感覚を失った………………衣装１．
冷やかな..………………･………作品１．
微妙な…･………･……………･…動き２．作品１．つ

１７複雑……………………………内容１．

１５深みのある.……･……………･……楽１．
１６複雑な……….…………………･構成２．踊り１．題
材１．ドラマ１．装
置１．リズム１．

熱１．

７８９ｍｕ⑫

１８ふさわしい…….…･……………･踊り１．構成１．効
果１．身体１．

１９ふじゅうぶんな…･……･……･…展開１．
２０不十分……………･………･……･モチーフの展開１・
まとまり１．

２１不思議な世界をみせた…………作品１．
２２不思議な魅力のある..…………･振付１．

なぎめ１．

狙叫嘔嘔刀狙珀釦皿犯塑型窮溺”躯

微妙な変化……･………･……….踊り１．

２３不思議な味わい…･………..……味わい1．持ち味1.
２４無気味な…………………………感じ１．趣向１．
２５無気味な効果……………………仮而・小道具１．
２６不消化な…..………………･……感じ１．

織妙なハーモニー………･･……･音楽と舞踊１．
微妙な心理……．.……………･…内容１．
表情をたたえた…………………作品１．
表現主義的な……………………動き１．

２７不鮮明な.….………………･……動き］、

表現が伴わない………..……･…作品｜・
表現した..………･…･…･……….創造の美１．

２８不足･………･……………･………接り１．

ピピットな．……………..………姿勢１．

”不足している……………………表現１．

広がりのある.……･………….…作品Ｌ

３０舞台いつぱいに描く……………軌跡１．

広い…………………･…･…….視野１．
響きをもたらした………………動き１．

３２無難な…………….…･…………･作品１．

美･………………………･…….…動き１．

３３不発の………..……･……………大作１．

３１ふつきれない……………･…･…作品１．

人の心を打つ………-……･……作品１．

３４不発に終った….………………..感じ１．

非常にしゃれた…………………作品１．

３５浮薄な..……………………･……モダニズム１。

非常にユニークな………………運動体１．

３６不分明な…………………………作品１．

非瀧にゆっくり…･……….…….動き１．

３７普jIjji的な…･･……………………･テーマ１．
３８不満足な……･…･………………･作品１．

【フ行】

３９不明確な…………………………動き１．

１フアンタジックな…･…･…･……ムード１．

４０不明に終った．.………………･…作I1ii111.

２ファッションショウを思わせ…衣装１．

41不明確…..……………………･…テーマ１．

ろような

４２舞踊的な..…………･……………身振り．１

３フイヅとした｡…･……………….作品１．

４３舞踊化が困雌な…………………題材１．

４フィジヵルな………･……….….動き１．

５不安･･……･…･…･………….…構成１．
６不安定な…･…………･……….…舞台１．
７風物に即した………･…….….…作品１．

４４振付のよさ….…….…………･…作品１．
４５振付家の養分が吸収された……作品１．

８風変わりな………………………趣向２．作品１．衣

４７１１Ｔめかしい･…………･…………感じ２．作風１．

装４．迫力１．
９風刺…..…………………･………作品１．

１０風刺的な．…………･……………･作品1.作1.題材１．

１１風刺的に描いた･･…………….…作品１．
１２風土的な…………………………作品１．

１３不可解な……………･………..…内容１．

４６プリージすろうまい方法………音楽１．
４８ＴＩＴめかしさ………..……･………作品１．感じ１．
４９TITめかしい感じ…………………振り1.

5O古い.……………………･………･題材１．
５１フルに使った.…………..………テクニック１．

５２フレッシュな……………………舞台２．
５３フロアーを生かした……………動き１．
－２１４－

舞踊の鑑賞語・評価語一髄

風俗をそのまま日本に持ち……雰囲気１．
こんだような

【へ行】

１平板な.………･………………･…､bき４．榊成２．踊
り１．振付１．

２平板…..………………….………動き3.群舞の流れ１．

６７８９ｍｕ辺過

塁弱

文学的な…………………･…..…モチーフ1.素材１．

３平易な………………･……･…･…舞踊化１．

皿巧巧刀珀、釦皿配

４並列的な…………………………描き方１．

５閉鎖的……………………………作品１．

６平明さ……………………………動き１．
７平凡…….….………….…………動き１．
８平凡な.………･…………………･題材１．

９ペーソスな….…..….……….….動き１．
１０ペストの………･………･…･……配役１．

１１下手くそな…･……･……………･作品１．
１２変化…..……………………….…､bき１．照明１．

１３変化のある..…………･…………柵成２．振付１．舞
台１．照明１．

まとまりがある.…･……………･柵成１．
まとまっていろ･･………･………mliき１．小品１．

まとまりのある…………………作品２．

まとまりをみせろ………………棡成１．
まとまりをみせていた･･･………作品１．

まとめあげた……………………作品１．

まとまり…た……………欝麟ｉｌ､雛i讓
まとまりすぎろ……･……..……作品１．
まとまりすぎた………･……･･…感じ１．

まとまりに欠けろ…･…･………･作品１．
丸味がない.…･…………………･舞台１．

漫画的な…………………………作品１．
マンネリ･…･………………･……､bき１．
マイム….………………….……･動き１．内容１．
マイム風な………………………ソロ１．

マイムを加味した……･…･…･…作品１．

【ミ行】

１磨きがかかっている..………･…作品１．

１４変化がある………………………動き１．

２見事な.……………………..……1Ｉｉｌｌき２．踊り１．テ

クニック1.技法１．
棡成演出１．フイー

【ホ行】
１２３４５６７８

リング１．オブジェ

ボーイッシュな…………．.……･スタイル１．

１．

ポイントを失う…………………動き１．

３見駆だ.……..……………………衣装１．

ぼう大な．…………･………･……作品１．
方向をつかんだ…･……･…･……創作１．

４みごとに成長した．………･…･…人１．

５見応えのある.…………･…･…作,W１４.踊り２.舞台１．

ぼけた………………..…………･印象１．

６見応えがある…………………作品１．ソロ１．デュ

ポヅプ・アートな…..…･………作品１．

エット１．

枚鰍的な………･………･………･装慨１．
ほどよい……．．……………･……テクニック１.舞台空
１１３１.フイーリング1．

９ｍｎｍ

ほほえましい……………………場而１．

７見応えを感じた..…………･……作品１．
８短かすぎろ………･……………..感じ１．
９みせろ……………………..……･舞台１．

１０密度を欠く.…………･…･………作品１．

ポピュラーな……………………場而１．

１１密耕した…………･…･……･……音楽１．

ボリュウムのある………………ソロＩ・

１２密度のi}'{iい…….…….…………･ｶﾘ作１．

彫の深い…………………………風貌１．

１３密度の濃い.………･……………･作品１．
１４身振りに終始した感……………動き１．

【マ行】

１５妙味･…………………………･…･振付１．

１２３４

１６妙味ある.………………･………･振付Ｌ

前向きの……･…………･･………姿勢１．
巻き込む……..………………･…観客１．
マスターしていない……………テクニック１．

１７未熟な.……･…………………･…作品１．
１８未熟さ･…･…………･……………HMIき２．踊り手１．

マッチした..…………….………音と動き１．曲と動

1９みられろ..……………….………作品１．

き１．

５

まとまりある…………..……･…棡成１．

まとまった……..………………･作品６．棡成１．

２０魅力……･…･…………………･…勘き４．踊り１．群
舞１．

－２１５－
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２１魅力をだした……………………舞踊１．

動き１．構成１．．
表現１．舞台１．

２２魅力ある…………………………踊り３．作品１．UMI

役づくり１．制作意

き１．ダンサー１．

図１．方向１．モチ
ーフ１．意志表示の

踊り手２．

２３魅力を感じろ..………….………踊り手１．

振り１．

明確にだした…･………..………内容１．

２３

２４魅力を感じた……………………アクション１．

２５魅力がある……･…･……………･デュエット１．

.明確でない……･……･…･………テーマ２．意図２．

イメージ1．人物1．

２６魅力に富む…..……………….…作品１．
４５６７８９ｍｕ⑫

２７魅惑的な…..…………………….作品１．

２８民族的な……….…….….………題材１．衣装１．
２９民族色豊かな………..………….衣装１．

３０民族舞踊の….…………….…….バイタリティ１．
３１みろ影もないひどい……………作品１．
【ム行】

ムードの………･………･………･踊り１．
ムードダンス･………………･･…１．

明確にでてこない………………イメージ１．

明確に表現..…………………….テーマ１．
明確･……･………………….……mllきの質１．
明確なイメージの.…..…………作品１．
目新しい…..…..………･……….効果１．
明暗をとらえた……･….……….音楽１．

明白でない．．………･……………姿勢１．作１．
明快な.………･……….…………踊り２．動き１．
テーマ１．振付１．
コントラスト１．

ムードあふれる．.………………･作曲１．

1３

ムードのうすい．…･………･……作品１．

メカニックな…･………….….…作品２．美術１．
とらえ方１．

無気味さのある……………...…作風１．
無軌道の…･……･…………………･きし

無色透明な…………･………･…･雰朋気１．
無性格な.……･…………………･ダンスの動き１．

むずかしい………………..…….動き３．内容３．テ

ーマ７．題材３．感
じ２．表現１．作品
１.踊り１．振付１．
ポーズ１．役柄１．
ジャズ音楽1.副題1．
舞踊化１．題名１．

むずかしい心理…………………内容１．
むずかしい組み合わせ…………照明と衣装１．

メカニズム……･……………..…作品１．
〆カニックな感じ･･….…………動き１．
メカニズムを表わす……………群１．

めずらしい琵琶'111をⅢいた……踊り１．
珍らしい…･…………….…….…作１．

珍らしいタイプ.…………….….踊り手１．
めまぐるしい……..…………….動き１．
メタフイジカルな………………動き１．

メリハリがほしい………………撒成１．
綿密な．……………･……….……計算１．
明確にする必要がある…………内容１．
明確でない……･……･………….内容１．

無表捕な…………………………動き１．
【モ行】

無表悩に……………….…･……･動き１．
無理を感じた..…………………･動き１．

１２

無理があった……………………演出１．
無理のある….…….……………･イメージ１．

燃えるような……………………背景１．

モダンな…………………………感覚３．味わい２．
作品１．衣装１．技
法１.感情と感覚1．

無理じい….…….………………･テーマ１．

無理のない｡………･……………･構成１．
胸の奥底にしみわたる…………作品１．

【〆行】

１明確な..………………………….イメージ９．テーマ
３．意図２．作品１

３４５６７８

１２３４５６７８９０１
１１１１１１１１１２２

むずかしさのある..……………･作品１．

叫巧嘔刀珀四刎皿翠究塑溺

１２３４５６７８９ｍ

無意味な….…….………………….き１．

明確にでない….…….………….テーマ１．

－２１６－

モダンな感覚..…………………･動き１．
モグンダンス的….….………･…動き１．

もだえるような．…………-……･動き１．

もたつき…………………………柵成１．
モチーフにむずかしさがない…動き１．

持ち味の生かされた……………作品１．

舞踊の鑑賞語・評価語一覧
ユーモラスな味わい……………動き１．群舞１．

７８

９ｍ

ものたらない……………………展開１．感じ１．

ものたりない……………………作品１．創作１．表

豊かな.……………………….….動き１．感じ１．感
触１．表現力１．

現１．群舞１．感じ

ものたりなさ……･…………･….感じ１．

ものたりない感じ………………作品１．
モノドラマ風･………………..…作品１．

物語り性をもつ…………………作品１．
盛り上げる………･………･……･踊り１．
盛り上りをみせた………………作品１．

もりあがり………………………作品１．
盛りこみすぎた…………………内容１．
盛り上りのない.………･……･…展開１．

３４５６

１１１１

ｕ⑫坦叫巧咽刀珀、加皿

９ｍｕ⑫

１．

盛りあげるべき…………………作品１．
問題がある………………………動き1.動きの質１・

榊成１．演技力１．
選曲4.舞台成果１．

豊かになる………………………動き１．
ゆっくりとした.……………..…動き２．
ゆっくりした．…………..………動き１．
ユニークな.……･………………･作品２．テーマ２．
振付４．動き１．創
作１．作風１．舞踊
１．舞踊化１．レパ
ートリー１．創造美
１.力１.踊り手１．
ゆるい．………･………………….テンポ１．

有望･…………･……………･……人１．
ゆるやかな…･…………….…….動き１．
ゆるいテンポ.．……………….…動き１．

【ヨ行】

塑瀦型弱妬

問題作…………･………･…･……１．

よい…･…･…………･……………振付４．作品３．動

１

問題が大きすぎた．.……………･内容１．

き３．装団３．踊り
１．衣装１．作音構

文句なくみせろ……..…………･舞台１．

成１．踊り手１．創

盛り沢山な……………･…･…･…内容１．
もちあわせが少ない…..…･……動き１．

作１．主題１．プロ
ポーション１．動き
１．間１．できばえ
１．テクニック１．

フイーーリング１．表

【ヤ行】

情１．発想１．動き

踊励感がある……………………踊り１．
やさしい.……………….……･…作品１．

野心的な…………………………作品１．創作１．試

み１．公演１．装置
１．舞台樹成１．音
楽家１．動き･主題・
作品．１

５６７８９

野心作……･……･…………･……１．

ヤミクモでない…………………型１．
やりきれない……･…･……･……作品１．

やりにくそうな…･…………･…･動き１．

やわらかい.…………..…………動き２．作品１．

【ユ行】

１幽玄な.…………･……･…………懸iじ１．

２優雅な｡……･…………………･…動き１．表現１．

２３４５６７８９ｍｕ犯坦叫晦

１２３４

の展開１．

鰯動した.……………･･…………踊り１．

よく………………………………題材１．

よく動く…･……….………….…肢体１．
よく生かした……………………テーマ２．

よくできていろ……..….………作品１．
よく訓練された……･……..……技術１．

よく整理されに….…….………･台本樹成１．
よくそろっていろ………………群１．

よく考えた………………………振付１．作品１．
よく表現された．．…………･……意図１．

よくない.………….……….……内容１．装腿１．
余計な……………………………動き１．
よどみなく展開する……………群舞欄成１．
杼惰的．……………･…･…………表現１．
弱い…………･………･……･……表現力１．モチーフ

１．踊りのパターン
１．

３行届いた…………………………感じ１．振付１．

６ユーーモラスな…･………･…･……動き５.要素１.味1．

６７８

５ユーモラス………………………動き１．

１１１

４雄大な…･…………･……………･柵想１．

－２１７－

弱さ…･………･…………･………感じ１．

余裕のある………………………演技１．
より新しい感覚…･……･…･……作品．１
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1９よく訓練された……..………….動き1.

【ロ行】

2Oよく計算された力作……………作品１.

１ロルカに近づいた………………感じ１．

2１よくテーマを生かしていた……美術．照明１．

２ロマンティックな…･…･…･……獺成１．

２zよくまとまっていろ……･･･……作品Ｌ
２３よくまとまった…･･…………….作品２．

【ワ行】

塾より明確な………………………テーマ１.

１わかりやすい．…･………………･作品３．動き１．テ
ーマ１．内容１．舞

2５よどみなく舞台をもりあげる…作品Ｌ

台１．振付１．

２６よく理解できた…………………内容１．

２わかりにくい……………………作品１．題目１．描
写１．

【ラ行】

３わかりにくいもの…．.……･……ストーリー１．

１ラフな……………･……･………･質感１．

４わからない…･…･………………･主張１．

２羅列………………….…….…･…テクニック１．

３羅列しすぎた……………………作品Ｌ

〔２〕形容鱈Ｉ覧（その二）〔頻数1174〕

【リ行】

【ア行】

１リアルだ….……･………･………表現２．
２リアルな………･……･……･……動き１．

哀調･…………-……･…１

安定感がある……………１

３理解しにくい内容………………作品１．

あいまいな状況…………１

安定感のある…･……．．…１

４理解に苦しんだ.……･………･…動き1．音と動き１．

アイデアがある……･･･…１

頭デッカチ………………１

５リズミカルな…．.………………･動き１．

アイロニカルな…………１

頭でっかちな……………１

６リズムのある……･…………･…･作品１．

明ろい…･……･…･………４

厚みのある………………１

７リズム感にあふれた.…･………･作品１．

明ろく……･……･……･…２

圧迫感……………………１

８リズミックに踊った….…･……･動き１．

明きらかに異なる………１

あでやかさ･……･…･……１

９りっぱな……･……･………･……作品１．着眼１．
１０立派だ.….…………･……………オブジェ１．

アクションのある………１

後味の悪い………………１

あくどくない……………１

新しい……………………６

１１立体的な･･………．．……･……･…踊り１．

あげ潮のような…………１

新しさ……………………ｌ

１２立体感がほしい…………..…･…作品１．

新しい生命を調う.……,･１

新しい次元の……………l

１３力みすぎた……･…･…………･…ソロ１．

味わい……………………１

新しい息吹き……………１

１４力作….………………･…･………19.

味わいを出した…………２

安定感が得られた………１

15理屈なしの………………………テクニック１．

味わいがある……･……･･１

アンバランス……………１

１６流動をもった..…………………･振付１．

味わいのない……………１

１７流動する…….…….．……………装置１．

味気ない…………………1

１８リラックスな……………………ムード１．

味わいのある…･…･…･…１

１９リラックスムードの…..…･……趣向１．

一貫したストーリーが…１
ない

甘さ………･…………･･…１

２０リラックスを感じさせた………作品１．

甘さが残る………………１

一貫したトーンがほし…１

２１リモン系に属する………………作品１．

甘さが強い…..……･……１

２２リリカルな..…………………･…踊り２．感じ２．動
き１．樹成２．舞台

甘さを感じさせた..…･…１

２，味わい１．モチ
ーフ展開１．

２３リリシズム…-…･………………･内容１．
【し行】

アメリカ人好み…………１
荒っぽい…………………１

【イ行】

い

一貫したトーンは欠け…１
ろ

一貫したものを追求……１
一貫してとりくんでい…１
ろ

安易にみえた……………１

意図が感じられろ………１

安易な妥協………………１

意図がつかめない………１

１連続的な．…………………･…….動き１．

安心してみていられろ…１

意欲と情熱………………１

安定した.…･…………･…１

意欲の感じられた………１

２レベルが上った.…･……･………技術１．

安定さのある…･･･………１

意欲のつながりが強い…１

－２１８－

舞踊の鑑賞語・評価語一覧

生き生きと……･……･…･１動き廻ろ…………………１

面白くみろ…..………･…１カプキ的伝統……………１

生々とした.…..…………１浮き上ってみえた………１

面白くない………………１カプキ風な………………１

生きてこない……………１うたいあげた……………１

おもしろさのある………１カリカチュアライズした２

いきが合う………………１うたいあげていく………２

おもしろさがでた………１カリカチュアライズ……１

意義深い…………………２うったえかけるもの……１

オリジナル………………２空回りした感じ…………１

異色の..…………….……１がほしい

オリジナルに乏しい……１華麗さ……………………２

異質なものを取り入れる１疑わしい…………………１
意識だけが先行…………１美しい……………………１
－微ながんこさ…………１美しい絵画を思わせる…１
一考を要する……………１美し<……………………１

一貫した.……….…….…４うまく……………………１
いままでと違っていろ…１うまく止揚させる………１
意味ありげに……………１うまみ.…･…………･……１
意味付けされていろ……１うまみをみせた…………１
意味のない………………１うまみがある……………１

イメージ追求が深まった１うまみが感じられた……１
イメージと違う…………１うまみのある…･･……･…１
イメージに相違した……１生みだす力………………１

オリジナリティ．.……･…１華麗メタフィジカルな…１
オリジナリティが感……１過渡的な…………………１
じられろ

オーソドックス.….….…，簡単明瞭に．…･………･…’
オーソドックスな………２簡明に……………………’

踊りまくる………………’簡明な…………………･･･’

踊り手の質をうまく生…’簡略化された……………’
かしていた

考えさせられる問題……１

踊り手の個性をみせた…１感覚一辺倒………………１
踊りこなしていろ………１感境的な…………………１

音きようリサイタルの感’感鞄的に受けとる………’
大人らしい………………’感傷的な…………………’
感傷をそそる…..……･…１

イメージとしての相違…１【ェ行】

【力行】感傷におぼれすぎる……１

イメージに達していない１

いやみなく………………１エネルギーあふれろ……１
いやらしい…..………….１エネルギーを感じさせる１
違和感………..……….…１エロチック………………１
インターラクションを…１エロティシズム..………･１

すっきり整理すべきエロティシズムを感……１

印象的……………………３じさせる

印象的な…………………１演劇に近い………………１
印象を与えろ……………１演劇的傾斜をもつ………１

印象がうすい..………･…１【オ行】

印象強かつだ.……….….１

印象深い…………………４おおらか…………………１

概念を型どろに終始……１

変わった…………………２

回生する…………………，観念的な．.………….……２
回想する……..……….…，観念的に…………………２
外面的にとらえた………，観念的にすぎる…………’
解説的…….…….……….，観念的に描きすぎろ……’
解説調.………………..…，感動を新たにできない…’
解釈は見る側にまかす…，感動をもたらす…………’
香り高い……….………..，感】Ｍ１させる………………’
画期的……….….….……，感圃h的……………………’
格調をだす………………’感激深い…･………..……’

印象深いよく踊った……１大きな期待･….……….…１

格調を備えた……………’感銘を与えた……………’

印象深かった……..…….１大げさ……………………１

格調高〈･…･……………･１感銘をうけろ……………’

印象が深い………………１杯しつけが感じられろ…１

格調高<歌いあげろ……１感銘をおぼえろ…………1

印象に残った.……･…･…３槽しい･……………･…….１

形の而白さ………………１感銘が得られない………１

印象に残る…..………….１重みのある………………１

一脅した流れ…･･……･…１オムニバス風なもの……１
【ウ行】

面白い.……･…･…………１２

がっちりした……………１感銘が与えられた………１

かなしみがよくでて……１感銘が深い．.……………･１
いた

感銘させる………………１

面白い窓を開いた………１

かなしみをうたいあ……１感銘深い…………………２

ういういしい……………１おもしろさ………………５

鑛鰯鑿二:二l鑿鶴x三Ｉｉｉ二:ｉｉｉ::!｝
可能性が感じられろ……，甘美な……………………’

ウイットがある…………１おもしろかった…………２

ヴイジユアルな平明化…１面白く変形してみせる…１

動き過ぎた…･…･………･１面白く…･……．……….…１
動きの追求･…………..…１面白くみた………………１

げろ

可能性を明確にはら……，完全に答えをだす………’

んでいろ完壁を期した……………１

－２１９－
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現代につながる…………１

個性をだした.…………･･１

規律があるような…･･…･１

現代に通じろ……………1

個性を充分に生かし……１

際立った……..……･……１

現代との対決…･……･…･１

奇をてらう｡…･………･…１緊密な.………..…………１
奇･をてらうものがない…１緊迫した.….………….…１

現代感覚…………………１
現代的な…………………２

奇をてらわないで………１緊迫感がほしい…………１
危険性……..…･…………１緊張感をもってみら……１
技術が不十分……………１れろ

骨格らしいものをも.…･･１
ちはじめた

現代性……………………１

古典と現代をよく緒……１

【キ行】

器用さを披露した………１

技術的安定………………’鍵篤::てみろ……’
技巧をこらした..……･…１緊張と対立の……………１
戯曲風の…………………１

期待に反した･･･…………１【ク行】

現代性のある……………１

現代性がない……………１
現代風刺漫画……………１

現代風俗的…．．……･……１

離嚇繰る間……’

●

きびしさ.．…･……………１

現実感を欠いた…………１

きびし〈…..………….…１苦心の労作･…･…………･１
きびしい現実……………１具象性の…………………１

現実と対決する…………１

きまりがほしい..……….１具体音楽的…･………..…１
奇妙にせまってくる……１屈接感･……･…………･…１

奇妙に印象に残る……..､１くふうを要する…………１

奇妙によそよそしい温…１工夫不足･……･…………･１
乱におとしいれた

工夫がほしい……………１

きめ細かい……･…･…･…１クールな…………………１
きめ細く…………………１クールなユーモアが……１

きめ細かな………………１ある

気持よくとらえる.…..…１暗い物語に終始した……１
興醒めの感…………...…１クラシックな……………１
客観性……………..…….１クラシック的な…………２
客観的な.….………･……１グロテスクに……………１
客観的に描いた…………１

興味をおぼえた…………３【ケ行】

原作の心現性を描いた…１
懸命に踊る…･…………..l

賢明な.…･……………….１
謙虚さ･…･………………･１
【．行】
効果的．．…………………･３

好感がもてた.………..…１
好評をえた………………１

豪快さ..……………･……１
豪快さに満ちた．…･…･…１
好演した…･……….……･１

んだ

好まし<ない……………２
古風な…･……･………･…１
古風さ．.………………･…１
古風に過ぎた.……….．…１

こもこもな動きでみ……１

せた

コミックな………………４

コミカルに描いた………１

孤立的な..……･…………１

孤独と死の間を低迷……１
したような

今日の感覚………………１
今日の魅力に乏しい．.…･１
今日的………･………..…１
今日的な..………………･２

今日的な叫びが不足……１
している

懇切にわかりやすさ……１
をねらっている

困難さ………･…･…….…１

高度の圧力･…………･…･１

コンテンポラリ-な.…･･１

柵築感･……･……………･１

混とんとした…･…..……１

ゴージャスな……………１

興味をひかれろ…………１軽快さ……..…………….１
興味をそそる……………１軽快な……………………２
興味を抱いた……………１軽快すぎろ………………１
興味が感じられろ………１軽妙に.…………………..１
興味深い．……･………･…１１軽妙な..………………….１

きれない

こった………･……･…･…１

こころ良い………………１
心持よくない……………１

心楽しい…………………１

コントラストを強調……１

すべき

【サ行】

心の動きをあらわした…１

サイケデリークな………１

快い笑いをさそう………１

再検討を望みたい………１

共感をうけろ……………１計算された………………１
共感がもてろ……………２結集した力..…………….１

試みが生きてこない……１

再演に値する……………１

試みに終始した…………１

先走る……………………１

共感がもてた……………１結果がよくない…………１
強力なモチーフがほ……１幻想の効果..…………….１

小気味よい．．………･……１

サデイステックな…･…･･１

呼吸のあった..……･……１

爽興と演じた……………１

強烈な…….………..……１幻想的･…･……………･…１
極度に助きを抑えた……１幻想的に.……･……･……１
逆効果……………………１幻想的に描いた…･…..…１
逆説的に暴露する………１現代を感じさせろ………２
ギャップと抵抗を感……１現代の.………………･…･１

個性的な…………………２

雑然としていろ…………１

個性をもつ．.………･……１

サピのある.…………．．…１

個性をもった……………１

さらりとしていろ………１

しい

じろ現代の状況………………１

個性を生かした…………２

さわやか………..…･……１

個性を生かしていろ……１

さわやかさ……..……･…１

個性を出して……………１

さわやかな………………１

－２２０－

舞踊の鑑鐵語・評価語一鼬
ざん新な……･…･……･…１愉感をともなう…………１
【シ行】

情緒が細やか･…･……….１
捕趣ゆたかな……………１

視覚に強く訴えろ………１常識的…….．…………･…１
視覚の世界を打ちだ……１麺$された..……………･１
した

情景描写にとどまった…１

視覚的…．.……･…………４精熟的な…………………２
視覚的な｡．……………･…４女性らしい………………１
視覚的にもさわやか……１女性的な…………………１
な訴えがある
叙燗的……･………….….３

視覚的に差をだす………１叙悩的な味わい…………１
視覚化の検討……………１叙愉性がそこなわれ……１
視覚性のゆたかな………１すぎた

次元の高さ………………１消化された．.……….……１
思考の展開に終始した…１消化する…･……．.……；１
自己回避した気分………１象徴化……………………１
資質の良さ………………１象徴した…………………１

詩傭豊かな…･………･…･２象徴性……………………１
詩情豊かなもの･………．､１象徴的･……………….….３

:識が感じられろ………１象徴的に描く……………２
自然さ．．………･…………１象徴的に描いた…………１

舌たらずの感……………１十分に描きだすには……l
しつこく表現…..……….１は到らなかった

しっかりした……………１主題からかけ離れた……１
静かな美しさ……………１主観的……………………１

静かにうったえかけろ…Ｉ主観から客観へのモチ…１

新味がほしい……………１素直さ……………………２

新味をおぼえた…………１素直に表現した…………１

鮪響需でまとめ……’すばらしい…………･…３
素晴しい成果……………１

心理的な.……………．.…１スピード感にあふれた…１
心理描写…………………１スペイン風にアレンジ…１

純枠な……………………１した
純粋に……………………１スペクタクルである……１
純粋に舞踊を追求する…１スマートさがほしい……１
純粋に⑭きを追求した…１スマートでない…………１
純粋に､bきを追求………１

純粋性を追求……………１【セ行】

純度の高い………………１せい－杯の………………１
神秘性……………………２性格描写もよく…………１
神秘的な…………………１性格がむきだしになっ…１
シンメトリックな………１ている

新人らしい………………２成功した…………………１

新人らしい新鮮さ………１成功したとはいえない…1

人的にも盤理が必要……１成果をみせた……………４

しんみり…よさ……’艤霊せるには到ら…’

ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞﾚ……’雛動をたくみにとら…’

エ的な

昇華された.…･…………･１生への働尖…………..….１

詩の心を表現……………１生命に光らあふれた……１
真に迫ろうとした………１生命力のある…….….….１
【ス行】生命力を描いた…………１

－フの展開無理も感じろ

姿勢がある．…･…………･１自由の限界を感じろ……１
シルエット風……………１将来が期待されろ………１

充分見応えがある…･…･`１冗漫な……………………１
充分な展開がなされ……１上昇的……..………….…１
てない

重要な意味をすげな……１時代の問題………………１

〈素通りした時代をふうしした………１
写真的……………………１時代を問題に..…….……１
写実面を連想させる……１時代的なズレ……………１
泗落だ……………………１知らされろ………………１
趣向に走る………..……･１白のイメージを強調……１

趣向をこらした…………１している
趣向がこらされていろ…１しりっぽみになった……１
趣向が趣向のまま浮く…１シヤーープな………………１
執着を表現………………エジヤンルを切り開いた…１
儲感を表わした…………１新鮮な……………………３

摘感をうたいあげて……１新鮮さを欠く……･……･･１

いた新鮮さがない.………….６１

憎感を調いあげろ………１新味が感じられろ..…6…１

正統性･…………….….…１

水単に達している…･･･…１正統的な…………………２
すがすがしい……………１正統派の.……………..…１
スキのない.…･………･…１滴潔にしあげた…………１
すきがない………………１清浄な.……….………….１
すぐれた………･…･…･…３滴新な..………………….１
すぐれている.…･…･……１清純さ..……………….…１
スケール.……….………･１精力的な…………………１
スケールの大きい………１梢神に通じるもの………１
スケールのある.……．.…１整理不足……….….….…１

スケッチ風………･……･･１説明的……………………１
スケッチに終った..……f１説明的な…………………１
図式的………･……..……２説明が多すぎろ…………１
すっきりした……………３税得力をもつ……………１
すっきりと………………１税得力にかける…………１

ストーリに頼りすぎた…１説得力が鰯い……………１
ストーリーのない………１迫る…………..……….…１
素直な……………･…..…１迫ってこない……………１

－２２１－
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鮮明な･･……………….…１

高い音楽性．.……………･１

鮮明でない………………１

たくましい･…･…･………３

抽象化でもない…………１土若的な…………………１

鮮明を欠く………………１

だ〈みさ…………………１

抽象風..…………………･1努力が感じられろ….…..１

鮮明度………･……..……１

たくみな…………………１

抽象性の…………………１努力が大きい……………１

前衛的……………………４

巧みにこなした…………１

中lilf的な.………･……･…１特箙させる………………１

センチメンタリズム……１

他に類のない…..…….…１

超哲学的なもの…………１特異な……………………１

拙劣だ．…………･…･……１

楽しい･･………･…………９

超哲学的独走……………１特異性のある……………２

楽し<……………………２

直戯に表わしていろ……１特徴をみせた．.……….…１

【ソ行】

装置との関連性がう……１

すい

壮烈に菰ずろ……………１
総合的な..……………･…１

総合的な美しさ･･･………１
爽快な……………………１

相殺した..……………･…１
荘重さがほしい…………１

創作への姿勢が遅れ……１
ている

創造性…..………………･１
創造的な…….………..…１
俗っぽくない……………１

そのものずばり…･…･…･１
素朴さ..……………･……１

楽しげに…………………１
楽しさ…..………………･１
楽しめた.…･……･………６
楽しめろ………..…….…５
たのしみ…………………１
楽しくみせる.………..…１

多彩な.…………..………１

多様な要素を感じろ……１
ダンスの詩を忘れた……１

男性的な…………………１
単なる描写にとどま……１
つに

単なるエネルギーの……１
発散
単なる飾りでなく………１
淡々とした………………１

段ちがいによい…………１

素朴に演じた．．…………･１
損をする……･……･…･…１

【夕行】

抽象化した…･……･･……１唐突である…………….;９１

【ツ行】

特徴を生かした…………１
特色をみせた……………１

ついて行けない..…･……１特異性のある……………１
追求力が不足･･……･……１特質をあらわした………１
突込み不足………………２独自の…..……………….３
突込みが浅い･･………･…１独自のもの………………１
突込みがほしい…………１独自性……………………１
津波のように乱舞する…１独自性に欠けろ…………１

冷たさ……………………１独特な．.………….………１
つややかな………………２独善性が少ない…………l

強く訴えろ………………２とまどった………………１

貫くものが弱い…………１ドライな…………………１
【テ行】

ドラマチック……………１

ドラマチックな･･………･１

抵抗がある………………１ドラマチックに描いた…１
適確に………･…･…･……１ドラマチックに描出……１
適確につかめない………１した

適切な….．……………･…１ドラマ性…………………２

【チ行】

適切とはいえない………１ドロクササ..……….……’

小さく固まっていろ……１

手ぎわのいい……………１

力強い…･……..…………２

体当りしていろ…………１

テクニックをみせた……，【ナ行】

力強<……..…………….２

テクニックをみせろ……１ナイーヴな．…….…….…１

体あだｂ的な……………１

力強さがほしい…………１

テクニックを躯使した…３ナイーブな愉感をもつ…’

ダイナミック･……･…･…１

力に欠けろ｡………..……１

ダイナミックに…………１

力が分散した..…………･１

ダイナミックな…..…･…１

ちぐはぐ………･……..…１

大衆性がある……………１

智的な.……………･･……１

大衆的な…･……･……･…１

対比を面白くみせろ……１

対照効果を盛り上げ……１
ていた

題材に対する執念．.……･１
題名そのままの…………１

題名と踊りの相違………１
退屈な……………………１

ダイジェスト化の域……１
を出ない

繊密な……………………１

中途半瑞..………･………１
注意不足…･…･…………Ｃｌ

注釈が必要･…･…………･１
注目すべき………………１

抽象的……………………５

テクニックを収得して…１内面的な………..…….…１

いる

内面的なもの……………１

テクニックを生かした…’内面的思考………………’
テクニックを発櫛･……..’内面心理を描く…………’
テクニックの向上………’内的世界の追求･…･……･’
テクニシャン振り…..…･’内部からの鰯発がほしい’

デリカシー………………’内容と表現の一致………１

デリケートな..…･………’内容本位な………………’
典型的なもの……………’長い………………………１
展開不足…………………’中々印象的…………..…･１

抽象的な…………………２

【卜行】なかなかおもしろい……１

抽象的に描いた.…･……･１

透明で鋭い感覚…………１なくもがなの感..……….’

抽象化………..………･…２

陶酔的……..………….…１流れをもつ………………１

－２２２－
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f
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何かが欠如 している･
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何か不足 してい る･
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1
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表現力･
･
‑･
･‑‑ ‑‑ 1
･･

‑

表現力がた りない･
‑･
･
‑1
描写だけに終った‑ ･
･
･
･
･
1
･

‑‑‑‑ 1

描写 しえない

･ ‑

非 力である ･
‑‑･‑･
･
･
1
‑

･

敏妙 さ‑‑‑ ‑‑ ‑･
‑1
･

･･

ビリッとしだところ‑‑1
広 い視野に立つ‑ ‑‑‑1
‑

品格のでた･
‑‑‑‑‑‑1

迫力を感 じさせ る‑ ･
‑･1

【ニ行l

･･

‑

‑

･

･

‑

生 ま生 ま しい･
･
‑‑･
･
･
‑･1 バイタ リテ
‑‑‑‑ 1
ナル シス トにふれよう‑ 1 場がわけちれている･
･
･
‑1
とす る
迫力ある‑ ･
‑‑ ‑･
‑1
ナルシステ ィックな感‑ 1 迫力のある‑‑･
‑･ ‑･
1
じがただよう
迫力がある‑･
･‑ ･
･
‑‑･1
難解な もの ･‑‑ ･
･
･
･
‑1
迫力が うすい･
‑‑
‑‑‑1
難点がある‑‑･
‑ ･
･
‑‑1
迫力を欠 く ‑･
‑ ･
･
‑1
難点のある‑ ‑‑‑‑‑･
･
1
迫力が乏 しい
‑‑ ･
･1
南方の飼 りを思わせ る‑ I
迫力に乏 しい
･ ‑･
1
･

･･

‑

･

のびのびと飾 った‑‑･
･
･l

･

納得がで きない‑‑‑‑‑1

･

‑

･
‑･
‑･ ･
‑1
一つの トーンに もり･
･
･
･
･
･1 振付の力
あげた
古めか しい ･ ‑ ･
‑‑･
2
ビビッ トに表現 され･
‑･
･1
古めか しさ･
･
‑･ ‑‑ ･
･
･
5
ない
･

lへ行】
平易に･･‑･
･･
･
･
･･
･
･
･1
･･

･･

･･

‑

平明さにたよっている‑･1

･
‑1
平明で分 りやす く‑‑･
平 凡な･‑‑ ‑ ‑‑I
1
･･

‑

‑

平板な‑‑‑･ ･
･
‑ ･
‑2
‑

‑

平板に煎れた ･ ･
･
･
･
･
･
･
･
･
･1
･

‑

ペーソスがほ しい‑ ‑･
･1
･ ･

庇理屈‑‑‑‑‑ ‑･
‑･1
･･

変化に乏 しい ･ I
‑･
･
‑･
･1
･

‑

‑

薄弱な‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ 1
肉体の不在を感 じる･
･
･
･
･
･1 破たんのない ･･ ‑‑･
1

1フ行】

‑

･

'
'
'
'
.1
官警 告 錆 盲 マを'

･･

‑

･

はっき りしない‑‑‑‑‑ 1

発酵皮の拭い‑‑ ‑‑1
肉体 を適 さずそのま‑･
･
･1
はるかにまとま りの‑‑ 1
まで くる
ある
ニグロ的
‑‑･
‑‑1
ハシャギまわ る ‑‑‑ 1
に じみでるよ うな‑‑･
‑1
バランスの とれた ･
‑･
1
･‑

･‑

‑

‑

･ ‑

･ ‑

フ ィー I
)ングがにじ‑･
･
･1
みでてい る
フ ィー リングを表現 した 1
風がわ りな･
･‑･
‑ ‑･
･
1
‑

‑

風物 時的‑･
‑･
･ ‑‑ ‑‑1

lホ行】
ボ ェテ ィック‑‑
‑

‑‑1

‑

ポーズにたよ りす ぎる‑ 1
ほほえましい‑ ‑‑ ‑2
‑

‑

ホモセ クシュアルな･
‑･
･1
風俗に印 した‑‑‑‑‑ 1 感 じが蹟 う
‑

･

風刺性がない ･‑‑ ･
‑･1 触 りさげてゆ く努力･
･
･
.
･
･1
･

･

･

バラエテ ィのある‑ ‑･
･
1

風刺めいた‑‑ ‑‑‑‑ 1 ボ リューム感がある･
‑･
‑1

バ レエ的‑ ‑‑‑‑･
‑･
1

風刺的な･ ‑‑･･
･
･
･
‑･
1

バロッ ク晋楽の格調･
‑‑1
日本的な ものへの憤斜 ‑ 1 と動 きの調和
ニュアンスを出 しき‑･
‑ 1 パロデ ィに仕立て る‑‑･1
れない
はなやか‑‑‑‑‑‑･
‑1
謎故不は･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･
･
･‑･
･
･1
反応 して こない･
‑･‑‑1
人間の姿 らしい･
‑･‑‑ 1
人間的な誠軸で紙始･
･
･
･
･
･1 【ヒ行】
した
秀いでてい る‑･ ･
･
･
･
‑･
･1

風刺の きいた‑･
･
･･
‑･
･
･
･
2

日印性 をとらえる‑ ‑･
･
･1
･

日本約‑ ‑‑･
‑
‑

‑

‑‑1

‑

･･

‑

‑

･

･

‑

･

‑

光 るものがある･
･
‑‑‑‑1

【ネ行l

･

ひき締 った‑‑‑･
･‑‑1
･

熟 っほい

‑

･

‑‑ ‑‑‑･
1 非具象的 な‑‑‑‑‑ ‑1

‑

‑

‑

･
‑･
･
1

熟 っほい邦帝 ･ ‑‑ ‑･
1 非常に迫力がある
･

‑

‑

･‑

‑‑‑1
熟 をおぴた もの‑‑‑‑1 非常に祝党的な‑･

1
熱 狂的な ‑･‑ ･
･
‑‑‑ 1 非常 に常 々しかった‑‑･
･

･

･

‑

根強い ･ ･
‑‑ ‑‑ ‑1 非常 に明解な･
･･‑ ･
･
･
･
･
1
･

‑

‑

‑

･･

･

･

･

‑

‑

‑‑‑2 マイホーム的‑ ‑‑･
‑1
深 く掘 りさげてほ しい‑1 マイムに終始･
‑‑ ‑･
･
･1
ふ うL的･
‑ ‑･
‑
･

‑

‑

‑

‑

練 り上 げ られた ‑‑･
･
‑1 非常 に気が独い‑ ‑‑ 1
‑

･

‑

‑

･

･‑

･

探味がある‑‑ ‑‑･
･
‑ 1 其面目さ‑ ‑･
･
･
･･
‑‑ 1
深い感銘･‑･
‑ ‑‑ ‑1 ｢またか｣ とい う感･
‑‑1
深い感動 ･･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･
‑2 倍 をもつ
‑

･･

･

‑

･･

‑

･･

･･

‑‑3
不可解な‑ ‑･
‑‑ ‑‑1 まとまってい る‑‑･
まとまってい
た‑
‑
‑
‑･
1
複雑な‑‑ ‑･
‑‑･
‑･
･1
‑

･･

‑

‑

‑･
‑‑‑ ‑･
･1
‑

･
･1
燃焼蚊が うすい･
･
･
･
‑･
･
･
･1 必然性が描かれない‑･
･･

･

‑

･

‑

不 日燃 さを感 じさせ
ない

‑

‑ 1 まとまりのある‑‑‑‑･1
まとま りをみせた ‑･
･1
･‑

ふ しぎな感助

･‑

‑ ･
‑‑1
･‑

普遍的 ･･
･
･
･
･･
･
･
･
‑‑‑1
‑

･･

･･

まとま りがほ しい

‑

‑

‑･1

まとめのよい･
‑‑‑･
‑･1
･

不燃焼な･
･
‑･
･ ‑‑ ‑1
‑

まとめあげた‑ ‑･
･
‑‑ 1
‑

不満が多い ･･
･
‑･
･･
･
･
･
l
1
･

･･

･･

マンネ リズム･
･
‑ ･
･
･
･
‑1
‑

不明砕‑ ･
‑‑‑･
･‑･
‑･
･
1
･･

不明瞭な ･･
･
･
･
･
･
･‑･
･
･
･
･
･
1 1ミ行】
･

粘液的に蛸 じる･
･
･
･
･･
･
･
･
･
1 必然性

･･

‑

‑

粘 っこさ ‑‑･
･
‑‑‑‑‑ 1 非常 にす ぐれ た‑‑‑･
･
･1

･

探味がた りない‑ ‑‑･
･1 マイム的‑ ‑‑‑‑･
‑‑･1
深みのある ･
‑‑ ‑‑･
1 マゾヒステ ィックな･
･
‑‑1

‑

練 りあげてほ しい‑‑‑ 1 非常に西欧的な･
･
‑ ･
‑1

【マ行l

･･

･･

･

封肺の全てが充分 に･
･
･
･
･
･1
見劣 りがす る‑‑‑‑‑‑2
発押 された

‑2
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見こたえがある…………４

めずらしく味のある……１

見応えのある……………３

珍らしい…………………１

見事な．．………･…………１

明白でない…･……･…･…１

見事にうつした.…･……．l

日につく.……･………･…１

みごとに踊る………･…･･１

目まぐろしい･……..……１

未熟である｡……･…･……l

目を楽しませろ…………１

みずみずしい．…･…･……１

メリハリがほしい………１

みずみずしき……………１

未知数…･…………….．…１

密度が希薄..……………･１
密度の高い.……･…･……１
妙味をみせた…･……．.…１

妙なバイタリティ形式…１

もって回った……………１

魅力があった…･………･･１

段も理解しやすい………１

魅力的な…………･…･…･１

もどかしざ･……･…･……１

魅力に満ちた……………１

もどかしい･･……･………１

美を形成するに到ら……１

ものたりなさ……………２

良くわからない…………１
弱々しい･･………………･１
弱い･･……………･………１

【ラ行】

楽天的………..……･……１
【リ行】
理解できない…･…･･……１
理解し難い..……………･１

￣

リズミカルな｡……･･……１
リズミックな……………１

懐然とさせられろ………１

物がはいっている………１

流動感あふれろ…………１

盛り上げていろ…………１

流mil的……･…………･….l

盛りあげていた．…･･……１
もりあがりのない………１

難かしい…..…………･…４

嘘りあがらない…………２

量感を感じさせろ………１
リリックに両いた………１

リリシズムに徹した……１
リリカルなI順わい･…..…１

６､ずかしい面……………１

明快な……………………２
明快なイデオロギー……１
明解な…･…･……･………１

明確さ…･………･……･…１

明確になった……………Ｉ
明確にでなかった..……･１

明瞭でない………………１
〆カニックな世界.．…･…１

話題をさらう……………１

物語性……･…･……･……１

盛りあげをみせた………２

【〆行】

わずかに楽しい…………１

よく練りあげられた……１

リズミカルに踊った……１

夢幻的に描く……………１

無理な点が感じられろ…１

わかりにくい面…………１

よくまとまった…………４

ものたりない……………７

無気味……………･…..…１

無表情･………･………･…１

わかりすぎてつまらない１

良〈役柄をとらえて……１

ダンスの出合いが課題

魅力がうすい……………１

無難にこなす………･…･･１

わかりやすく描く………１

よく踊っていろ…………１

モダンジャズとモダン…１

持味を生かした..……･…１

難しい踊りではない……１

わかりやすい.……･…･…３

良〈踊った..………･……１

もたつき．………･…･……１

魅力が感じられない……１

【ム行】

若ものの味わいを出した１

良い方向をみせた.．……･１

モダンな…………………２

モチーフを表現するに…１
は到っていない

民衆の生活のうに..…･…１

我国でははじめて………１

よい出来..…………･……１

【毛行】

ミュージカルショウ……１

民族としての自覚………１

【ワ行】

妖気の漂う.……･…･……１

いる

をおもわせる

なかった

【ヨ行】

【ヤ行】

【ル行】

やさしいようで難か……１

獄型化した………………２

しい

やわらかな………………１

Kし行】
冷静な…………･……..…１

【ユ行】

レスビアンを思わせろ…１

優雅な…･…………･…･…２

豊かな可能性を示す……１

【ロ行】

優美さ･………･…………･１

ロマンティシズムにひ…１

ユーモアのある…………１

ユーモラスな……………４

ユーモラスに描いた……１
ゆるやかな………………１

たる

ロマンティックなもの…１
ロルカにとりくむ..……･１

論理的･…………･……….l
論理の不足が見えろ……１

－２２４－

※形容iMia
形容iMiの右側の数字は頻数を示す。

舞踊の鑑賞語・評価語一覧

【３】名詞一覧五十膏噸〔頻数２３２７〕
(ｱ）アイディア…………７音・動き……………３

姿勢…………………１２

軌跡…………………１

味わい………………６音響効果……………１

(ｸ）群舞…………………２６

主題…………………１１

味……………………２音処理………………１

群舞構成……………３

小品…………………８

アプローチ…………１音・振り･…･……･…１

群…..……………･…４

趣向…………………５

圧力…………………１音演奏………………１

空間･……･…………･２

糟…･……………..…４

アンサンブル………１オルガン曲…………１

群の対比……………１

情緒…･……･…･……３

アクション…………１踊りの展開･……･…･エ

群舞の対比…………１

色彩･･･………………２

アングラ曲･…….．…１音・照明……………１

群舞処理･…･…･……１

主張…………………２

(ｲ）衣装…･……･…･……7６音楽柵成……………１

群舞アンサンブル…１

ジャンル……………１

群舞の流れ…………１

愉念…………･……･･１

印象……･…..………1１音楽家…･…･･………１

空間構成･･……･……１

愉景…………………１

意図…………………10踊りぶり･….….……１

１ケ１現代感覚．．………･…１

詩……………………１

衣装デザイン………２踊りのパターン……１

結果…………………１

新作…………………１

衣装・照明…………２（力）感じ…………………５３

気配…………………１

シン………………･･･１

色模様………………１感覚…………………２２

計算…………………1

質感…………………１

意欲．．………………･１感悩と感覚…………２

傾向..………･………１

人物･…･………･……１

衣装・装置…………１合唱曲………………２

原作のニュアンス…１

身体………･…･…･…１

イメージ……………型音楽と舞踊…………１

意志表示の展開……１合唱…………………２

(.）榊成…………………８６

肢体…………………１

(ｳ１動き………………３４３感情.…….…….……１
動きの質……………４感動…..…………….１

試み…………………３

視野…………………１

効果……..……･……５

情感…………………１

迎動体･…･･…………２感触…………………１

小道具..………･……５

視覚美………………１

動き・榊成…………１観客…………………１

棡想…………………４

ジャズ………………１

動き。感じ…･….．…１会場･…･……….……１
連動美………………１絵画…………………１

コントラスト………３

仕上げ………………１

公演…………………３

ジャズ音楽…………１

動き・装置…･…･…･１形……………………１

コスチューム………２

照明・衣装…………１

動き・群舞…………１体の動き･…………..l

栂想表現……………１

照明･美術･衣装……１

動き・間……………１佳作･……..…………１

向上…………………１

時と踊りの関係……１

動きの展開…………１

型..……………･……１

考察..………･………１

詩と振付……………１

動き・主題・作品…１

仮面・小道具………１

コミュニケーション１

主題と技術…………１

(ｴ）演技･･……………･…６ｉｷ）曲…･…………．.……１５

ゴダイ曲……………１

女性の身体…………１

技術…………………５

櫛成力･･……･………１

照明・装置…………１

演技力………………２技法…………………５

櫛成演出……………１

エネルギー…………２曲調…………………２

栂成・振付…………１

描き方………………２曲と動き……………２

コントラクシヨン…１

演出…………………５

㈱

スライド……………５
ステージ……………２
ストーリー…………３

演技・踊り･…･…･…１曲と踊り……………１

㈹作品………………４４７

すべりだし…………１

１iii炎…………………1曲･モチーフ･動き…１

作風…………………２０

筋……………………１

エレクトーン………１境地･………..………１

作･………..…………１５

筋の運び……………１

｛ｵ）踊り………………１２２切りこみ･･…………･１

作曲．.……………･…４

スタイル……･…．．…２

音楽…………………3８埜盤…………………１

作者…………………１

踊り手………………2３気迫…………………２

作音構成……………１

音……………………５筋肉…………………１

(刻照明………･………･･２４

制作意図……………１

オブジェ..………･…４藩物…･…･……･……１

手法…………………仏

成果…………………１

－２２５－

スライド使用………１
㈹

センス…･…･……･…１
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選曲.…….……･……１手の動き.….……….１

振り･……………．．…1２モメント……………1

性格…………………１テーマ・表現………１

舞踊化………………８物語……･………..…１

糟神…….…･･………１出だし………………１

雰囲気………………６模倣…………………１

舞踊･…………･･……５Ｈ,）役柄…………………２

Ｕ）装置…………………5４デビュー…...………，

創作…………………1３出来ばえ….….…….１

舞台柵成……………５

役えらび……………１

ソロ…………･…･･…７テンポ………………１

舞踊家………………４

役づくり……………１

装置・照明…………５テープ演奏…………１

フイーリング………４（ｮ）様式･………･……･…５
要素…………………５

創意．.……………･…１動作…………………３

舞台装置……………１口ラスト…………..…･２
舞台美術…･………･･１ラストシーン………１
舞台効果……………１（ﾘ）リズム………………２

創造の美……………１ドラマ………………２

舞台表現･……･…･…１

リアリズム舞踊……１

創造美………………１とり組み……………１

舞台成果……………１

力作………………･･･１

装圃・衣装…･…..…１とらえ方..………….１

舞台空間……………１ぃレベル.．………･……１

装置・小道具………１ドラム音……………１

舞踊展開……………１レパートリー………１

創作活動……………１（ﾄ）とらえ.….….………１
創作方法……………１トーン………………２

舞踊会…･………..…１

(ﾀ）題材.………….….…２４脚内容…………………７６
大作…………………２流れ…………………１

ファーストシーン…１

太鼓…………………２内面的な心象………１

振付・榊成…………１

題名…………………２（二）肉体･………….….…２

振付・意図…･･･……１

タッチ………………２肉体美…….……..…１

プロローグ…………１

ダンス………………１肉体芸術……………１

フォーメーシヨン…１

タイトル.…….….…１日本調の音楽………１

振付者.…･…………･１

男女…………………１ニュアンス…………，

副題……･･……･……１

男性．.………………･１しり場面……..……….…５

ブリージ……………１

立ち回り.……．．……１発想….…….…….…４

プロポーシ訂ン･･…･１

出しもの……………１背景.………..………４

(へ）変形･……･………･…１

対比.…･…･…………１迫力…………………３

変化…･……･･………１

ダンス様式…………１バイタリティ………３

牢ポーズ………………３

，ダンサー……………１パターン……………２

方向･………･…･……３

発言･……….……….１

本質…･……..………１

台本構成……………１発想法…….….…….Ｔ

(可マイム………………１

題目…………………１配役……..……….…１

まとまり･･………･…１

題材・意図…………１（上）表現.…………..……４９

(ﾐ）身振り･…･…･………４

美術･………….…….６

身のこなし．……･…･１

ダンスの動き………１

㈱力……………………３

着眼…………………１描写…..……….……７

魅力…………………１

抽象的性格…………１表,情…..……….……６

(ﾑ）ムード･………･……･９

⑰つなぎ目……………１人……………………５

群れの展開..…･……１

(ﾃ）テーマ.……..………“表現力………………２

(〆）メーキャップ………１

テクニック･……..…2３表現法…….…….….１

に）モチーフ……………１２

デュエット…………1８表現技術の開発……１

持ち味………………３

展開…………………1７美術・照明…………２

モチーフの展開……２

伝達係数.…….P……１（ﾌ）振付…………………〃

モダニズム…………２

デザイン……………１．舞台..………･･･?……5２

モダンダンス………１

－２２６－

※名詞の右個
名詞の右側の数字は、 頻数を示す。

ｌ

風貌..………･………２

ｆ通子音楽……………１

》Ｃ団．分。

素材…………………３

’

舞踊の鑑賞語・評価語一覧

※形容語一覧の（その一）は、形容語と名詞を一連
のものとして抽出したものであり、（その二）は、形容
語のみ抽出したものである。ここでは区別して示した。

※用語抽出の材料

１）朝日新聞朝日新聞社
２）毎日新聞毎日新聞社

３）読売新聞読売新聞社

おわ’）に

舞踊に用いられることばは、ここに褐戦した用語を含

めて舞踊のあらゆる領域から、広範囲にわたって収集す

る必要があるだろう。このことは今後の課題としたい。

４）現代舞踊編集発行印刷人江口隆哉
現代舞踊社

5）音楽新聞編集発行人村松英樹
週間音楽新聞社

(付記）

鑑賞語の分類整理に当っては、本学教育学部体育科４
年徳村スミ子、名謹高等学校非常勤識師国吉真紀子両名

の協力を得て行なわれた。紙上をもって厚く感謝の意を
表します。

なお、鑑賞語の抽出収集は、第１次研究における共同

研究者、池田裕恩先生（お茶の水女子大学文教育学部表
現体育科）との共同作業によってなされたものである。

-２２７－

