≪令和 5 年各流派合同新春舞踊大会 募集要項≫
各流派合同新春舞踊大会は、人材育成を目的とした事業として、協会の中でも重要な柱となる
事業です。理事会では、コロナ禍においても大切な育成の場を失うことなく、継続して技芸研鑽
の機会を設けるべく、今年度もコンクール公演として事業を実施いたします。この機会にぜひ一
人でも多くの方のご応募をお待ちしております。
各流派合同新春舞踊大会担当理事
吾妻徳穂、井上八千代、尾上菊之丞、坂東勝友、藤間藤太郎、水木佑歌

今年度の実施の要点

① 予選、本選、最終本選の 3 段階審査を行う。
・予選／映像審査
・本選（進出予定者数 20 名程度）／録音音源による実演審査
・最終本選（進出予定者数 5 名程度）／地方演奏による実演審査
② 本選、最終本選を有観客、有料の一般公開として実施。
③ 参加料

・予選／無し ・本選／一人 3 万円 ・最終本選／無し

◎応募申込の解説動画を協会公式 YouTube チャンネルにて公開中です。
協会ホームページでは、過去の受賞者の舞台動画や舞台写真等を掲載
しています。下記 URL もしくは右記 QR コードからご覧ください。

http://nihonbuyou.or.jp/activities/new-year-competition-movies

◆主催

文化庁・公益社団法人日本舞踊協会
＊文化庁「令和 4 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」採択事業

◆趣旨・目的
古典舞踊の伝承を担う人材の育成を目的としたコンクール公演です。日頃の研鑽の成果を審査し、
優れた成果をあげた出演者には協会制定の賞を授与します。審査に当たっては、基本に則った芸
と品格を重視します。

◆応募資格
・昭和 48 年 1 月 1 日以降生まれの本協会会員の方
※現時点で未入会の方は、9 月 15 日開催の定例理事会にて入会手続きいたします。これから
入会申請される方は、新春舞踊大会の応募と合わせて協会入会申込書も必ずご提出ください。
詳しくは協会事務局までお問い合わせください。
◆演目
・古典舞踊作品 （新作は不可）
・一人立
・予選、本選、最終本選の演目は同一演目とします。
・過去に本大会で受賞歴のある演目での出演は認められません。
・地方は長唄、清元、常磐津、地歌に限ります。（荻江、義太夫、大和楽等での応募はできません）
◆審査
＊予選、本選、最終本選の 3 段階の審査を行います。
＊令和 3 年以降に本大会で大会賞、奨励賞の受賞歴がある方は予選を免除します。
申込用紙に受賞歴をご記入ください。
①予選／映像審査にて行います。
・映像 5 分以内、今回の審査用に撮影したものに限ります。
＊曲の抜き差しは可、映像の切り貼り・編集・加工は不可とします。
＊踊りが終わりましたら最後にご挨拶（お辞儀）をしてください。
＊カメラは必ず固定して撮影してください。手持ちカメラでの撮影は不可とします。
・映像提出方法
DVD もしくは YouTube に限定公開した URL での提出。
◎DVD で提出の場合は必ずディスクに芸名、演目、撮影月日を記入してください。
必ず複数の機器（パソコンと DVD プレーヤー）で再生できることを確認してください。
また提出以外に必ずコピーをお手元にお持ちください。
◎YouTube 限定公開にて提出の場合は、URL を問い合わせ先のメールアドレス
（info@nihonbuyou.or.jp）まで送付すること。公開設定を必ず【限定公開】にしてア
ップロードしてください。またメール本文及び YouTube 動画のタイトルの箇所に芸名、
演目、撮影月日を記入してください。
＊本審査用に撮影した動画を SNS 等に掲載、一般公開することはお控えください。
＊上記方法で提出が難しい場合は事務局までご連絡ください。
・衣裳・小道具
演目により適宜
・撮影場所
特に指定はありません。（必ず踊る全身が写るように撮影してください）
・提出締切
9 月 22 日（木） ／ 提出先は別記
・審査日
10 月 7 日（金）
・審査員
本大会担当理事
・結果発表
協会ホームページにて合格者番号を発表（10 月 7 日審査終了後）
＊応募受付時に番号を通知します。
＊同時に郵便にて結果通知書等を送付します。
・本選進出者数
20 名程度を予定

②本選／録音音源による実演審査にて行います。
有観客、有料（チケット料金 1,000 円）の一般公開として実施します。出演者へのチケット
割当はありません。チケットの販売方法等は詳細決まり次第お知らせします。
・日時 令和 4 年 12 月 8 日（木）
・会場 日本橋劇場(中央区立日本橋公会堂)
中央区日本橋蛎殻町一丁目 31 番 1 号 日本橋区民センター内
最寄駅：地下鉄 半蔵門線「水天宮前」駅 6 番出口から徒歩 2 分
日比谷線「人形町」駅 A2 出口から徒歩 5 分
・音源
12 分以内に編集した CD を事前に提出。（提出期限は後日通知）
・衣裳
演目により適宜
・小道具
本番舞台用小道具
・後見
必要な場合は出演者が手配
・審査員
協会役員、有識者
・結果発表
審査終了後、会場にて即日発表
・最終本選進出者数 5 名程度を予定
③最終本選／地方による実演審査にて行います。（事前に地方との下浚あり）
有観客、有料（チケット料金 3,500 円）の一般公開として実施します。出演者へのチケット
割当はありません。チケットの販売方法等は詳細決まり次第お知らせします。
・下浚
令和 5 年 1 月 10 日（火）
国立劇場大稽古場
・最終本選
令和 5 年 1 月 15 日（日）
予定開演時間 午後 1 時 30 分
国立劇場小劇場
東京都千代田区隼町 4-1
最寄駅 ：地下鉄 半蔵門線「半蔵門駅」
地下鉄 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」
・時間
・地方

25 分以内

・後見

長唄／杵屋勝四郎・杵屋栄八郎
清元／清元清榮太夫・清元栄吉
常磐津／常磐津一佐太夫・常磐津文字蔵
地歌／富山清琴
囃子／藤舎呂英
久保泰介、澤村紀久弥

・審査員

協会役員、有識者

・結果発表

審査終了後、会場にて即日発表

◆参加費・出演者負担費用等
参加費は本選進出者のみ 30,000 円を納めていただきます。（納入方法は後日通知）
なお、上記参加費以外に協会に納める費用はありません。
（最終本選進出者が、下浚で衣裳、
かつらを付ける場合は出演者の負担となります。）
◆最終本選の協会指定業者（指定業者以外を使用した場合の費用は出演者負担）
協会指定業者は下記のとおりです。
衣裳／松竹衣裳㈱
かつら／㈱大澤
小道具／松竹衣裳㈱小道具課
◆賞
文部科学大臣賞（1 名）、大会賞（若干名）、奨励賞（若干名）、
会長賞（大会賞通算 3 回受賞者）
◆広報目的での映像・写真の撮影、使用への協力についてのお願い
予選、本選、最終本選を通じて映像、写真の撮影を行います。撮影した素材は事業広報等を
目的として協会ホームページ等に掲載しますので予めご了承ください。
◆表彰式 ・令和 5 年 6 月（協会定時会員総会と合わせて挙行）
予選から本選までの流れ
応募（9 月 22 日締切）→予選（映像審査 10 月 7 日）→本選（実演審査/12 月 8 日）→
下浚（1 月 10 日）→最終本選（1 月 15 日）

応募先・お問い合わせ
◎応募に際して必要な提出物
・予選審査申込者 別紙申込書と予選審査用の映像（DVD、YouTube 限定公開の場合は
下記メールアドレスまで URL を送付）
・予選免除者
別紙申込書（本選審査用の音源提出については別途通知）
◎応募方法
・郵送もしくは宅配便
＊郵送の場合は必ず「書留郵便」または「レターパックプラス」をご利用ください。
＊封筒に「新春舞踊大会申込書在中」と朱書きのこと。
◎締切 令和 4 年 9 月 22 日（木） 当日消印有効
◎宛先・お問い合わせ
（公社）日本舞踊協会事務局
〒104-0054 東京都中央区勝どき 2-18-1-210
TEL 03-3533-6455
FAX 03-3533-8768
E-Mail / info@nihonbuyou.or.jp

