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プロの 助言

ダンス部 潜 入 取 材

奈良一条高校／広尾学園

編 集 部 より

『ダンスク！』第 15 号

2018 年 1 月 25 日刊行

2018 年「ダンス部元年」のスタート！
ここ 10 年の間に急速に盛り上がり続けているダンス部ですが、
昨年の登美丘高校の話題で一気に世間的な認知が広まりました。
注目が集まる今だからこそ、ダンス部にまつわる様々な課題を見直して、
関係者が新たな気持ちで臨むスタートの年になればと本誌は考えています。
部活としての意義や運営の安定化、大会へ臨む姿勢と大会側の体制など、
ダンス部の健全な発展を考えてれば、まだまだ課題は山積みです。
ダンス部員一人一人が自覚と責任を持って、ダンス部元年を迎えましょう！
2018 年 1 月『ダンスク！』編集部

ダンス部員なら
フォローすべし！

ダンスク／ DANSTREET ツイッター

本誌連動サイト
「DANSTREET」との共有 Twitter では、
ダンス部大会の速報やダンス部訪問レポート、
ダンスや K-POP 情報を日々ツイート中。
ただ今フォロワー 5,300 人超え。
ダンス部入ったら、まずフォローしてね！
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プロの「助言」
TAKAHIRO ／黄帝心仙人／ KAORIalive ／
MAR ／ GANMI
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ダンス部の日々
広尾学園中学高等学校／奈良一条高等学校

アカウント：@Danstreet 203

今月の表紙：TAKAHIRO ／黄帝心仙人／ KAORIalive
／ MAR ／ GANMI
写真：渡邊 眞朗／石原 久佳
● Staﬀ
Publisher 石原 久佳 Hisayoshi Ishihara
Designer RedRooster
Printer
共同印刷株式会社 Kyodo Printing Co.Ltd
●発行
株式会社ディーエスケイ DSK Co., ltd
〒 152-0031 東京都目黒区中根 1-12-22
マグノリアコート203
TEL：03-6421-3275
http://d-s-k.jp/
info@d-s-k.jp
ただ今『ダンスク！』では編集部員／外部ライターを募集中。
応募したい方は上記まで履歴書をお送りください。

●無料購読のご案内
『ダンスク！』購読ご希望の学校・団体の
方は、以下までお申し込みください。
■ネット申し込み：
http://d-s-k.jp の購読申し込み
フォームへ
■ FAX またはメール申し込み：
「学校名
（団体名）
」
「代表者名」
「送付先住所」
「電話番号」
「メールアドレス」
「 冊数（10 冊
単位）」
を書いて FAX：03-6421-3275
もしくは info@d-s-k.jp へ
※学校団体以外への配布には事前審査がございます。

●情報掲載・広告掲載のご案内
株式会社ディーエスケイ
TEL：03-6421-3275
http://d-s-k.jp
info@d-s-k.jp
★全国ダンス部員や 10 代女子イン
フルエンサーに PR したい団体・企
業の方、ぜひご連絡ください！

＞＞次号「第 16 号」は
3 月中旬配布予定です！

（以降、5月、7月、9月、11月、1月刊行予定）

★ダンス部員・関係者のための情報が満載

『ダンスク！』
バックナンバーの
ご案内

ご注文は…
【WEB】DANSTREET ストアへ
（https://danstreet.thebase.in/）
【FAX】03-6421-3275
（ご注文数・ご連絡先を明記）
株式会社ディーエスケイ
http://d-s-k.jp/
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★夏の大会シーズンというこ
とで大 会直 前のチェックポ
イントを3ヶ月〜当日までの
段階で解説。強いチームはど
こもやっているOKポイント、
やってはいけないNGポイント
を細かくアドバイス！

★夏のダンス部大会DCC出
場の36チーム衣装を一挙紹
介。また、ダンススタジアム、
DCC、日本ダンス大会などの
大会から2017年シーズンの
ダンス部のパフォーマンス傾
向を分析！

★強豪ダンス部コーチ8名に
指導の秘訣を訊いたインタ
ビュー集。ダンス部訪問は全
国トップの堺 西に新 鋭の東
野。表紙は登美丘元キャプテ
ンでスターへの道を目指す林
沙耶（伊原六花）。

（送料別）
各200円

ダンス部ハンドブック
基礎編

著：石原久佳／980円（送料込み）

リアルな現場取材を元に作
られた唯一のダンス部向け
入 門書。そろえる道 具は？
練習方法は？ヒップホップっ
て？振り付けはどうやって？
などなど、ダンス部に必 要
な情報が満載！

第一 線のプロダンサーがダンス部の指 導にあることは少

ないが、逆に、ダンス部員がその助言を求める機会も少な

いと言える。この企画では「審査基準」
「世界観」
「芸術性」
「HIPHOP」
「群舞」という観点でそれぞれのオーソリティー

ど、見るポイントはかなり多いです。私はこれまで何
千組ものチームを審査していますから、その平均値
——よく、最初の方の出番は審査の基準が固まって

を元に統計的に審査しています。

私の場合は最初も最後も関係ないです。

いないから不利だ、とか言いますが。
——TAKAHIRO さ ん が 審 査 委 員 長 を 務 め る

負が得てして減点されやすいです。大技をイチかバ

減点されやすい傾向としては、加点を狙った大勝

右や奥行き、出ハケや移動などを使った空間的な構

か。大人数の立ち位置が伸びたり縮んだり、上下左

起承転結のような起伏のある時間構成ができている

の中でできている人とそうでない人の差が大きいと、

イソレーションをしっかりやること。それがチーム

コントラストが大事なんです。動いている部分はア

と。ダンスは、動いている部分と止まっている部分の

ゾ動いていたり、終わりでしっかり止まっていないこ

いきがちなんだけど、本番では外に解放しなくては

練習は鏡の前でやるから、自分の内面に入り込んで

くのは大変そうです。

——その「うまい」から「つかむ」というレベルまでい

そこから会場を「つかむ」ところまでいかないと優勝

成が効果的かどうか。移動も単なる移動なのか、ダ

ユニゾンのシンクロ評価に影響してきます。手は動

変えなくてはいけない。そのためには、練習の時から

的に受けたとしても、ステージでは能動的なものに
誰かに「見せる」ことが必要なんです。そうすると、

いているけど、体の軸が動いていないとか、ポージン

そのためにはどんどん「見せる」ことが大事です。

をどう駆け引きして作れているかがポイントです。

ンスとして動いているかまで見ます。個と群の動き

いけない。あるいは、もらった振り付けを一旦は受動

——「協調性・シンクロ」

グは決まっていても、その間をつなぐ動きにリズム

秒入れ

がなくて、ダンス的ではない、などの弱点があります。

日本ダンス大会では、ユニゾンの時間を
る規定があり、そこではキッチリ揃っているかどう

大会の場合は、減点されるポイントはハッキリして

減点になる部分ではありません。ただ、日本ダンス

これは真面目にやっていただければ大きな加点や

良いかと思います。なぜならば、公平に全ジャンルを

審査員が固定されるべきかどうかは、どちらでも

としては、審査員は毎回固定すべきだと考えますか。

ンルの影響もあげられます。TAKAHIRO さん

基準の違いもありますが、審査員の顔ぶれや得意ジャ

——同じ作品でも評価が変わるポイントには、審査

目を持った第三者。 人に反対されるならば研究の

きる人や指導してくれる人。 人目はまったく違う

はあなたの周りの信頼できる仲間、 人目は尊敬で

う状態もあると思います。いわゆる客観的な判断が

いるうちに「何が良いかわからなくなってきた」とい

——経験の少ないダンス部員だと、いろいろ変えて

自分たちには見えなかった意外な面がわかってくる。

います。一つはアーミー
（軍隊）
のスタイル、銃を撃つ

見ることができるのがプロのジャッジ、という前提

直した方がいいでしょう。困ったら「

余地ありで、 人全員に反対されることならば考え

ないとダメなんです。

音楽の求めている世界と、その動きがリンクしてい

がチームの協調性になるわけです。

かを見ます。そして、そのユニゾンを実現させること

楽のヒップホップには

音やその動き、差別的用語の入った歌詞などです。洋

があるべきだからです。ただ、日本ダンス大会のよう

いうことです

——「教育的側面・エディティメント」

結構入っていることな

が確実に固定されることになり、学生としても取り

にジャッジが毎回固定されれば、大会の色というの

1

人の賢者」と

2

★テーマ性とは
「自分たちがコレ
を見せているんだ」
という理由

3

3

3

3

!

1

困ったら、 人の人に見てもらうことです。 人目

できなくなった状態です。

の で、注 意 し て い た だ
加 え て、性風 俗 的及 び

きたいポイントです
（※

審査員が公平に様々なダンスを見ることができるこ
と。得意ジャンルでジャッジをしているならば、プロ

組みやすくはなるでしょう。とにかく、大事なのは我々
る演出もこれにあたる）
。

——過去の日本ダンス大会優勝校について印象を聞

ではないというのが私の考えです。

わいせつな印象を与え
これらは事前のビデオ

かせてください。昨年の優勝校である、狛江高校に

審査でもチェックされ
てい ま す。日本 ダ ンス

ついては ?

る。狛江高校の場合は、ネコの衣装でネコを連想さ

そこで何を伝えたいかというのが勝つポイントにな

ういうレベルでは 校ぐらいが並んでくるのですが、

技術力と構成力が高く、スキがなかったです。そ

大会 に 限 ら ず、各大会
にはいろいろ個性と規
定 が あ る の で、事前 に
すよね。

★練習ではとにかく
「見せる」
。
困ったら
「三人の賢者」

★勝ち方が広まると、全体が平均
値化されて
「らしさ」
が失われる

助 言 ま と め

04

テーマ性は自分たちの満足だけでは
なく、見た人に伝わることが重要

—— ま ず 最 初 に 、ダ ン ス コ ン テ ス ト 審 査 員 で の

TAKAHIRO さんの基本的な審査の進め方を教
まずは、その大会の審査項目に沿って審査するの

えてください。
「日本ダンス大会」の審査基準には、「技術・ダンスス
キル」「印象・インパクト」「ステージング・構成力」「協

が前提です。各チームで気になった点をメモをしな
調性・シンクロ」「教育的側面・エディティメント」が

がら各審査項目の点数を決めていきます。

——一般的に、多くの大会で審査基準となっている
ありますが、それぞれを細かく説明してください。
「技術・ダンススキル」は、例えばロックダンスのトゥ

項目は何でしょうか ?

——それは、チームの場合は平均値を見るわけですか。

エルがキレ良くできているか、ステップやアイソレが

技術力と構成力のポイントは必ずあって、あとは

そうです。ただ、構成の中においてソロで高度な技

大会によって違います。それは例えば、サプライズ

細かく自分の審査項目を作ります。構成力は厳密に
術を見せた場合は、チームの表現としてそこも技術

どこまで高められているか、などです。

言うと、フォーメーションの構成力と時間軸として
評価します。ただ、日本ダンス大会の場合は、アクロ

しっかりできているか。音に対しての体の動き方を

の構成力。さらに、そのチームが表現しようとしてい
バットに関しては技術点としては評価しないことに

性だったり、テーマ性だったり、教育的観点や衣装、

ることが観客に伝わっているか。歌詞とダンスのリ

などなどです。審査方法を任される場合は、かなり

ンク性や、ユニゾンの揃い方、個々の活かし方などな
対象としていない）
。

なっています
（※助走をつけたアクロバットは評価の

テーマ性とも言い換えられるでしょうか、その作

——では「印象・インパクト」は ?

があるか、見た人に「うまいね」以外の感情を与える

品がどのようなテーマに基づいているか、その一貫性

——そのテーマ性とは、例えばストリートダンスの

かです。
グルーヴを重視したようなチームの場合はどう評価
テーマ性とストーリー性とは違いますから、グルー

されますか ?
ヴを重視したチームはそういうテーマ性ということ
です。テーマ性とは言い換えれば「自分たちがコレを
れは「朝露を見た感動をダンスで伝えたい」でもいい

見せているんだ」というリーズン
（理由）
なんです。そ
し、「ストリートダンスの歴史やカルチャーを伝えた
見せたい」でもいい。でもそれが自分たちの満足だけ

い」でもいいし、「極めたアイソレーションの技術を

YouTube 時代であ り、皆の 技術 が 上 がってく

ではなく、見た人に伝わることが重要なのです。今は
る反面、皆が「似てくる」傾向があるんです。勝てる

術力のうえに狛江高校ならではの新しい振り付けを

せる振り付けをクリエイトして見せてきた。高い技

年の優勝校に共通している部分は、表現が外に向い

見せてきた、というのが抜け出せたポイントです。各

日本ダンス大会は ～ 人で参加できるわけなん

ザワザワと騒ぎになったりします。

できない。そういう時は、拍手がウワ～っと鳴ったり、

ているということ。お客さんの心をつかむことに秀

ですが、そこでは立ち位置が重要になります。ステー

ときが痛い。あともったいないのが、出だしでモゾモ

チかのチャレンジとして入れてしまうと、失敗した

でているのです。
「うまい」までは印象を高められた。

ジング、いわゆるフォーメーションですね。構成力と

トやその傾向を教えてください。

——先の各項目でそれぞれの減点対象となるポイン

「うまい」から「つかむ」ところま
でいかないと優勝できない

プロフィール●NYアポロシアター
で記録的な活躍をし、
マドンナ専属
ダンサーを経て、ニューズウィーク誌
「世界が尊敬する日本人100人」に
選ばれた世界的ダンサー。
「日本ダ
ンス大会」の審査員長を務める。

は、先ほどの通り、時間軸と空間軸の構成があります。

——では「ステージング・構成力」

ち出すことも重要だと思います。

てしまう。だから、テーマ性だけでなく、独自性を打

いのですが、逆に「らしさ」がなくなって平均化され

ステップ、流行りの動きなどを取り入れることは良

的なプロダンサーにダンス部に向けたアドバイスを伺った。
10

に掲載！

「審査基準を知る」

TAKAHIRO
45

▶︎▶︎インタビューの完全版は
05

プロの 助言
▶TAKAHIROが審査委員長
を務める「日本ダンス大会」
の昨年大会にて、完璧な演舞
で優勝した都立狛江高校。

石原 久佳（本誌編集長）
インタビュー＆撮影

30

調べておくのは大事で

5

」
プ ロ の「 助 言

Professional advice

ダンス部が知りたいPOINTを達人がアドバイス！

「芸術性とメッセージ」

ちょっとした遊びがテーマになり、
テーマが作品に。それをいろんな
角度から見直してみるんです

——異なるものを組みわせる＝異化
校のバブリーダンスも、BPM を速くしたり遅くし

を試してみるのも良いと思います。例えば、登美丘高

——あとダンス的な動きを日常の所作に見せるとか、

すね。

たりしたらどう見えてくるだろう？みたいな発想で

時代が合ってきて、センスが良いと言

センスと時代でしょうね。勝手に

効果にもセンスが問われますよね。

われる場合もある。芸人さんでも、時
あるいはその逆とか。
そうですね。僕らのチームの作品はほとんど、そう

代とタイミングに勝手に乗せられて
しまう 場合 と、も とも と地力 が ある
日常にしていくのがアニメーションやパントマイム

いう所作をダンスにしています。日常的な動きを非
の面白さですから。でもずっと音やビートは感じて

上で何かの拍子にブレイクする場合
—— 世界観、という か 着眼点 は 良 く
んですよね。

いて、それをどこで反応として出すかがポイントな

は、その後が全然違いますからね。

も高校ダンスにはよく見られます。

いきたいのか、憧れているダンスやダンサーに近づ

いのは、自分たちが他にはないカラーを打ち出して

作品を作るにあたって、まず最初に決めた方が良

——最後に高校ダンス部へアドバイスを。

ても見せ方がイマイチというチーム
振 り 付 けを 作るという 段階 と、仕
上げ」が甘いチームがほとんどなんで
きたいのか、という部分ですね。前者ならば、とにか

上げるという段階があって、その「仕

きているのは上位５組ぐらいじゃな
ちに加えられるものを取捨選択していく。高校ダン

くいろんなモノをたくさん見て、話し合って、自分た

すよね。コンテストでも、仕上げがで

うと、すべてを完璧に仕上げればいい

いでしょうか。もっと高いレベルで言

たら面白いですよね。後者ならば、何々っぽいという

ス部の大会がそういう個性派ばかりの競い合いになっ
印象はあっても、安定感や高校生ならではの練習量

仕上げたあとに、ちょっと「 抜く」部
分や謎の部分を意識的に作ると、意外にそういうと
生まれる可能性もある。あと大事なのは素材を活か

や大人数で踊る迫力がありますから、面白いものが

というわけ じゃないんです。完璧に

ころに人は興味や共感を引き寄せられたりするんで

やりきった感のその先をいく勇気が必要になりま
ピックアップして、それを活かす作品を作る。これが

それを全員が披露する。その中で輝いているものを

員に自分にしかできない技を１週間で考えさせて、

すこと。僕が高校ダンス部のコーチだったら、部員全

すよね。

す。まずはやりきること。ディティールを詰めること。

——なるほど。それは高いレベルですね。

仕上げること。でも、最初から完璧なものを作ろうと

粋に楽しむということは自分も好きなんですが、作
でも良いと思います。僕のソロダンスにしても、そう

たいくつかのアイディアが活かせる作品を作る方法

まず僕はほとんどの作品を世界観ありきで作って
いるんですね。普通は、この曲で踊りたいとかこのス
たものを積み上げる、いわゆるテストマーケが良かっ

しなくてもいいんです。反応が良かったちょっとし

——黄帝心仙人にとって世界観とは？

テップを使いたいとかで作品を作る場合が多いと思

品となると、自分の思いやメッセージや過去のトラ
やって反応が良かったものを突き詰めて、組み合わ

せようとして技術の無駄使いをした時に
（笑）
生まれ

必要もないから、ちょっと上前にいってみて、上前い

すごく面白くなります。ずっとセンターで踊ってる

ずっとわからないものですし、これでいいのかってい

く大変で勇気のいることでもあります。ただ、正解は

★ダンスで感情を伝えるため
に世界観を作る

一番早い方法だと思います。

うんですけど、僕の場合は世界観 が先。ダンスを純

ウマや今の感情などを映し出したいんですね。
——そのウケの良かった芽を見逃さないというわけ

せて出来上がっていますからね。
ですね。

——世界観を作るためには、ダンス以外の影響をダ
それにはある程度の経験が必要でしょうね。大人

ンスに取り入れることも大事と言われます。

きるようになるのですが、なかなか難しいところです。
たりしますね。ちょっとした遊びがテーマになり、テー

それは意外と遊びながら生まれたり、友達を笑わ

高校生の場合は次々に興味を移す方がいいのか、何
いろんな角度から見直して、面白そうなアプローチ

マが作品になるというか。あと、出来上がったものを

になるにつれ、アレとコレがつながるという思考がで

を乗せた方がいいのかは、タイプによると思います。

かひとつを掘り下げて軸を作ってからいろんな要素

があるかもしれないですね。
そう、若いからこその枠に捉われないセンスは面
白いです。なんでもアリだと思うんですよ、ダンスは。

的な額だと思うんです。そのキャンパスに絵を描くっ

ても、端からスタートしても良い。舞台は一つの立体

始まりは絶対二本足で立たなくてもいいし、寝転がっ
——まず、カオリさんの作品の着想はどのように始

ダンスや表現は自由なんだから、
まずは頭ではなく心を解放させる
ことが大事です

まるのでしょうか。

ないこともあるんです。私は、もっと日常的に引っ掛

くってことは下奥が空くから、下奥のスペースをど

ういう風に構成立てしてみると、フォーメーションも

かることや不思議だと思うことを作品に練り込むこ

ていうイメージで立体的にダンスを作ってみる。そ

とが好きなんですね。例えば今なら、携帯依存とか。

う埋めるかとか。ド頭だけでもちょっと面白い始ま

テーマ性とかメッセージ性というところから難し

目の前の人と対話をしないで携帯をいじっていたり、

り方をすることで、見ている人を「おっ」ってつかむ

く考えてしまうと、起承転結とか構成がうまくいか

見えない人との繋がりの方を気にしている姿を見る

——１回作ったものを再構築することもありますか。

ことができます。
ありますね。ある程度まで作って１回潰してたり、

まず、その姿が抽象的にどういう風に見えるかを

つも思っています。お客さんの反応を見て良かった

★ 実は
「仕上げ」ができていない
作品がほとんど

★完璧に仕上げたあとに
「抜き」
や
「謎」
をあえて残す

—— なるほど。ディティールに神は宿る、というわ

は全然変わりますからね。
けですね。カオリさんの作品は芸術的と言われますが、
それに対して意識することはありますか？
意識的になることはないですが、とにかくダンス
は自由だし、表現は自由だと思いますから、まずは頭
らなくちゃいけないとか、若くないからできないと

ではなく、心を解放させることが大事。カッコ良く踊

なんですよね。心を解放することって今の若い子は

かじゃなくて、どんな人がどんな表現をしてもオッケー
苦手なところがあって、頭でこうしないといけないん
だからとか、それは習ったことないから……みたい

じゃないかとか、なんとなくダンスってこういう感じ
な感じで、心を解放するまでに時間がかかる。まずは
にバ

お風呂で自由に歌うみたいな感じで、100％自分
を解放する。それを人に見せるために、 ／

いですから、みんなで心を解放していきましょう！

らあまりない貴重な時間だと思います。一人じゃな

仲間がいますよね。それって今しかない、社会に出た

思うんですけど、横を見たら一緒に全力で走っている

部ではありませんでした。色々しんどい時もあると

私も高校からダンスを始めたんですけど、ダンス

——最後に高校ダンス部へアドバイスを。

内面的なものを表現したいんです。

気持ちですら色が出るものではない。その空気感や

ダンスだと思うんです。言葉で表せないもの、自分の

そうですね。私は、見えないものを表現できるのが

ことでしょうか。

芸術的な感性を震わせるエネルギー源になるという

——まずは心を解放することが、人に表現を伝える、

ランスをとっていく感じですかね。

50

と、いろいろと感じることがあるんです。そういうこ
ないでしょうか。

話し合ってみる。例えば、頭にボックスを被って周り

50

との方が、今の時代の本当のメッセージになるんじゃ

が全く見えない人達に見えるとか、黒い人達に見え

んだって思えることもあるし、それでも自分の中で

引き算したりして、本当に必要なものだけ残す。すご

るとか、人間じゃない人に見えるとか。そういう風に

腑に落ちなくて再演の為にもう１回作り直すことも

——例えば、それをダンスで表現すると？

別の抽象的なイメージで捉えて膨らませてみる。

やって、作品の 中で 自分 が 成

あります。終わりはない、完成形はないなって。そう
長させてもらっている感じも
あ りますし、やっぱ りそうい
う作業が好きなんですね。衣
装ひとつでも、気 づいてもら
えるかわからない細かいこと
を修正していたりするんです

★ 舞台は立体的な額。そのキャンパス
に絵を描くイメージで作る

け ど、でも実際それで見 え方

助 言 ま と め

★見えないもの、
言葉にできないものを
表現できるのがダンスの魅力

★一度作った作品でも潰したり引き算
したりして、必要なものだけを残す

助 言 ま と め

黄帝心仙人
「世界観と発想法」

プロフィール●時間と空間を
操る日本人アニメーションダン
サーの第一人者。出演したユニ
クロ広告ではカンヌ国際 広告
祭大賞グランプリを獲得する。

KAORIalive

06
07

——その表現方法は、高校生が考えたら意外な発想

プロフィール●京都府出身、
高 校 時 代にダンスを始め、
ダンサー／演出家／スタジオ
オーナーとして活躍。主宰す
る表現系ジャズダンスチーム
Memorable Moment では
世界的評価を受ける。

」
プ ロ の「 助 言

Professional advice
」
プ ロ の「 助 言

「新世代の群舞」

GANMI

熱心に練習する時間も必要だけど、
踊りを通してもっと「遊ぶ」ことも
すごく大事なんです
ヒップホップの世界にしっかり足を踏み入れていやっ
せることが遊びであったりとか、笑い合いながら「コ

た時も、練習で集まるんだけど、ひとつの技を進化さ

Jr のメンバーで現在は世界的ブレイクダンサー）
に教えてい

日は日曜日だからストリートにダンボール敷いてパ

ていきたいって子には伝えるようにはしてますけどね。

例えば、昔ってブレイクダンスの技にしたって今
ら何にもないし、ダンスを通じて「遊ぶ」ことをして

フォーマンスしに行こうよ！」って感じで、田舎だか

レどう？」みたいな感じで発見したりってノリで。
「今

より全然少ないんですよね。チェアーとポージング

——歴史、というか昔ならではの良さは確かにあり

しかないぐらい。でも、その当時の人にしか出せない
——ヒップホップも「遊び」を大事にした文化ですも

いたんですね。

ますよね。

俺らの世代のほとんどのダンサーがそうだと思う
カッコ良さがあるというか、逆に技が少ないからそ

——MAR さんとダンスやヒップホップとの関わり

んですけど、昔『元気が出るテレビ』でやっていた「ダ
——MAR さんの場合は、ブレイクダンスやミドル

の技を研究しまくってる感じがいいんですよ。
だけじゃなく、最新のスタイルも振り付けしますよね。
気がなくてフザけている子と、真剣に楽しんでやっ

ケーだと思うんですよね。レッスン中でも、ただやる

から教えてください。

ンス甲子園」がきっかけでダンスを始めたんですね。

そうですね。俺は基本的に歴史が好きなんですけ

んね。

で、地元の先輩から誕生日のプレゼントに『ビートス
トリート』って映画のビデオをもらって、そのバトル
ど、でも歴史ってだんだん進化していくものじゃな

——今の若者は、ヒップホップというとダンスのジャ

プホップの文化にどっぷりとハマりましたね。
て思っていて、なるべく止まらないようにしていま

いですか。だから自分も一緒に進化していきたいなっ
に追い込むことも大事なんですけど、もっとそこに「楽

てる子の笑いは同じようで違うんです。ストイック

はい、その遊びに対して真剣さがあったら俺はオッ

シーンがもう衝撃的で、ブレイクダンスを始めて、ヒッ

ンルだと思っていたりしますよね。
が出たりするんじゃないかなって思いますね。
はい。だから登美丘高校のダンスも、きちんと

——それは、ヒップホップダンスに限らず、ですよね。

しむ」とか「遊び」があると、ダンスにもストリート感

プがちゃんとできないと、最新のスタイルも魅せ切
年代の歴史や 音楽やファッションを理解した上で、

り付けするんですけど、最初の原点にあるヒップホッ

の由来なんてことを知っていくと、ちょっと自分の踊
好きだからこそ、昔にとらわれすぎないで進化して

れないところはありますね。自分がヒップホップが

す。ただ、最近のスタイリッシュなヒップホップも振

りに楽しさや深みが出てくるような気がしていまし
遊び心とセンスを加えて、真剣にやりきったからこ

みたいですね。B–BOY って言葉 も一般的に思

た。今は自分もインストラクターをやっていますが、
いくヒップホップの文化に自分も一緒についていき

われているのと本当は違うし、その意味やステップ

若い子や女の子に意味や歴史を知りなさいと言って
そ、あんな素晴らしい作品になったんだと思います。

れ す ぎ ないことって すごい大事

たい。それはすごくやっていて楽しいし、型にとらわ
…でも、今の高校生ってクラブに踊りに行くわけに
難しいですよね。例えば、部活中に DJ タイムを作っ

もいかないだろうから、遊び心でダンスをやるのも
てみんなで楽しく踊るだけでも、音楽やダンスに対

だなって思います。ただ、それは
何 も 知らないで自由にやるのは
ボーカルや楽器の捉え方とか、自由に踊ることによっ

して気づくことがいっぱいあるんじゃないでしょうか。

型を知っているからできることで、
ちょっとまた違うものになっちゃ

こえ方ができると思いますよ。

てもうちょっと心が解放されて、いろんな音楽の聴

うのかなって思うんです。大事な
部分とか原点になるものをわかっ
理想なんでしょうね。

★歴史や由来を知ると、踊りに
楽しさや深みが出てくる

ていて、その先に進んでいくのが
—— な る ほ ど。で は 歴史 や カ ル
チ ャ ー を 知 る こ とで ダ ン ス に 活
踊 り を す ご く 熱心 に 練習 す

かされる部分というと？
る 時間 っ て い う の も 必要 な ん
で す け ど、踊 り を 通 し て もっと
「 遊 ぶ 」こ と も す ご く 大 事 な ん
で す よ ね。例 え ば、自 分 が 長 崎
TOSHIKI（※ Cool Crew

の 佐 世 保 で TAISUKE や

うのもありつつ、ベタにしっかり踊る部分があると、
両方が引き立ってくるんじゃないでしょうか。
——ダンス部は部活だから当然真面目じゃないです
か。逆にその真面目さがダンスにとっては逆効果に
なっているところもあると思うんです。ちゃんとや

と雑で良いところもあっていいと思います。ダンスは、

★ 型 を 知った 上で、型に とら わ
れずに進化させる

★
「楽しみ」
や
「遊び」がダンスに
ストリート感を与える

So 作り方のひとつのパターンとしては、全体を５
結じゃなくて「起承承転結」みたいなイメージで、最

・

部構成ぐらいで考えて、単純に５曲使うと。起承転
初と最後を一番大事にするといいんじゃないでしょ
——観客の目線を散らすのも大事ですよね。

うか。
SU そうですね。全員で大迫力で踊るのが最大の
事だと思うんです。持って行きそうで、なかなか持っ

武器だとしたら、そこまでいかにもっていくかが大

So ジラしの法則ですね。なかなかカメハメ波出さ

ていかないとか
（笑）
。

——最後にメッセージを。

ない
（笑）
。
So まだ高校生ですからね。好きなことをガチでや
ればいいと思います。お笑いが好きならそれを真剣
自分たちらしいダンスを作ってほしいです。これか

にやればいいし、自分たちが本当に好きな曲と衣装で、
らは、お金を稼ぐのが成功という時代ではないと俺
は思うんです。どれだけ好きなことをどれだけガチ
でやれるってことがこの先にもつながると思います！
なると思いますので、好きなことに自信を持ってやっ

SU 好きなことを続けることがオリジナリティに

良いですけど、まずは自分の軸を作って、木から枝が

てほしいですね。いろいろなことに興味を持つのは
生えていくように成長してくれれば良いと思います。
高校ダンス部員の将来はダンスだけじゃないで
しょうから、なんでも好きなことを見つけてほしい
ださい！

★良い意味での不真面目さや雑
さが効果的になる場合も

です。それが今ダンスならば、それを精一杯やってく

から。

★作品の最初と最後にインパク
トを持ってくる
★全体を５部構成、起承転結じゃ
なくて
「起承承転結」
と考える

08
に掲載！
▶︎▶︎MARさんが選んだ「HIPHOP絶対に聴きたい10曲」が

80

試して、感覚でフォーメーション展開を決めて
することですね。

10

に掲載！

も、やっぱりピンと来ないと思うんですよ。ダンスや

これからは好きなことをどれだけ
ガチでやれるかが大事な時代だと
思っています
——GANMI は ～ 歳の 名のメンバーで構成
逆にアラ が目立ってしまう よう な。だからあえて、

らなきゃ、うまく見せなきゃという思いが強すぎて、

綺麗に言うとそうですね
（笑）
。簡単にいうと、もっ

ないでしょうか。

がダンスとしては個性的に見える場合もあるんじゃ

抜いてみる、楽をする、効率的にやる、みたいな方法

される、新しい世代のチームです。作品のアプロー

はありますか？
SUN–CHANG
かが大事だと思います。

は雑に進めて、細かいところはあとで決めていけば

良い意味での不真面目さや雑さが効果的になること

にしてますね。チームとして長くやっていれば、あま

いい。まずはテーマや演出があって、次に構成、最後

もありますからね。振り付けの進め方にしても、最初

り会話しなくても自然にニュアンスは共有できてき
ますから。

に振り付けやフォーメーションの細かいところが来

うか。

曲から決めることが多いですね。曲をよく聴い

——具体的に GANMI の作品の作り方としては？

——そのイメージは、色が浮かんだり、グラフなどで

てイメージを膨らませて、流れや展開を描いていく。

振り付けを決めてから、いろいろ動かして

——フォーメーションは？

ラフみたいに浮かびますね。

So 演出は色で浮かびます。流れや展開はグ

思い浮かぶのですか？

校ダンス部にとっては参考になるんじゃないですか。

り入れるのがうまいですね。そこはスキル不足の高

——GANMI は簡単な動きを効果的にダンスに取

ます。一緒にやっていればお互いに察知できるとい

やっているかとか、まずは形よりもニュアンスを大事

り付けの前に、どういうイメージを共有できている

ま ず は 意識の 統一で す ね。振

思いますが、群舞の作り方として意識している部分

チも高校ダンス部にとって参考になる部分があると

19

助 言 ま と め

いきます。とにかく観客を飽きさせないように
SU その振り付けが一番映えるフォーメーショ
ンがあるはずなんです。密集していた方が良い
とか、一列が良いとか、半分しか踊らないとか、
——構成はどう考えますか？

とにかくいろいろ試してみることですね。
So 全員で踊るパートは最初と最後だけの場
合 が 多いです ね。最初 と最後 が 大事です から、
そこに一番のインパクトを置く。
最初の 秒で注目させないと見てくれない
Y

し、最後はきちんとしてないと締まらないです

・

25

Yuta その部分をどういうテンションや空気感で

Y
Y

プロフィール●20代のメン
バー19名で構成される新世
代チーム。米国ダンスコンテ
ストVIBEで日本チーム初の
優勝を果たす。

▶︎▶︎GANMIのプロフィールインタビューが
09

Y

Y

助 言 ま と め

20

Sota そこは入れと抜きの部分ですよね。そうい

Yuta

「HIPHOPと遊び心」

MAR
プロフィール●Cool Crew Jr.と
パパとして知られ、世界的ブレイ
クダンサーTAISUKEを育てる。
ヒップホップカルチャーに精通し
ながら、多様な振り付け・演出も
手がける。

SUN-CHANG
Sota

」
プ ロ の「 助 言

Professional advice
」
プ ロ の「 助 言

奈良県

東京都

奈良市立一条高等学校

広尾学園中学校･高等学校
ICT 教育を積極的に推進して近年評判の高い

ダンス部大会で見られる伝統と独自性という

意味では、奈良一条はその筆頭と言えるだろう。

中高一貫校である広尾学園は、ダンス部大会で

しながら、明確なテーマ性とコンセプトを持ち、

をベースにしたそのパフォーマンスは情熱的
で女性的、メンバーの高い集中力がそのままス

も独自の存在感を示す都内の強豪校だ。ジャズ

ストリートダンスの王道とカルチャー感を軸に
コメディ要素を散らしたスピーディな展開を武

器に毎年のようにインパクトのある作品を残す、

▲昨年は工事現場の作業員がテーマ、一昨年はニューヨークのストリートカルチャーをダンスで再現。どちらも高校生らしい自由な発想と
意外な展開が印象的な作品だ。

関西の大会常連校の１つだ。

いったのだという。

２面に鏡が完備され、ジャズ系のダンス部にとっ

ては非常に恵まれた環境だ。進学校なだけに、

「当初は学内での認知度は低かったと思います。
外部での活動もなかったから、すぐに大会に出

すようにして、その成果が出るにつれて部の雰

▲練習場所は、講堂とこちらの屋外のセミナーハウス前。練習前のミーティングにて、その日の内容と課題を確認。ストレッチや筋トレも
みっちりと行なう。その後はジャンル後に分かれて練習。

囲気が変わっていきましたね」

専任のコーチはおらず、練習も振り付けも生

徒が主導。この日の練習場は
「セミナーハウス前」
と呼ばれる屋外で、駐車された車の間を縫うよ

うにステップを踏んでいる様は、まさに “ストリー

ト” なムードだ。部の引退時期は3年生の６月時、
大会メンバーの３年生は8月いっぱいまで活動

に参加するが、部の運営は2年生に移るという。

練習の様子を見れば、同じような格好をしてい

ても、指導風景や佇まいで上級生と下級生との
違いは伝わってくる。

「本気で勝ちたくなったら顔つきが変わってくる

んです。上級生は自主性も責任感も出てくる。

生徒にはいつも、自分が劇的に変わるイメージ
を持って普段から取り組めば、ダンスで醸し出

▲日が暮れれば、一灯のライトが部員たちの照らすのみ。寒さをダンスで吹き飛ばす。

されるオーラも変わってくるぞ、と言い聞かせ

ています。若いコらが自分の好きなことに本気

でチャレンジしていく姿は、本当にキラキラし
ているんですね。そこがダンス部の一番の魅力

じゃないでしょうか。自分たちが信じるカッコ
いいヒップホップで全国優勝したいですね！」

文字通り、ストリートでストリートダンスをやっ

ているからだけではない。奈良一条の作品を生

み出す精神性こそが、ストリートでありヒップホッ

やヒップホップが歩んできたことに何ら相違は
ないだろう。だからこそ今、教育現場でダンス

▲大会参加チームは厳しく
選抜オーディションを行な
う。最近では外部コーチに
よる振り付けを初めて導入
し、それを体感することで
自分たちの振り付け制作に
活かしていくのだという。

▲この日は OG がダンス部を訪問した。OGOB を交えた定期公演
「Nowere Land」も行なう。奈良には大会に出るようなダンス部は少
ないが、本格的なヒップホップダンサーを輩出する土地柄でもある。

がアクティブに盛り上がる時代なのだ。その可

能性と多様性は今日も、この奈良一条の練習場
のような現場で日々生まれている。

DATA

●部員数：38 名（高 1：14 名／高 2：24 名）
●女子：34 名／男子 4 名
●創部：1951 年
●活動時間：週 6 〜 7 日（平日 3 時間／土日 5 時間）
●ジャンル・：ヒップホップ、ロック、ジャズ、他
●主な出場大会：DCC、ダンススタジアム、全日本高等学校
チームダンス選手権

▲１年生は駐車場の車の間のスペースで振りを確認。アスファルトを
踏ん張る力は確実に強いステップにつながるはずだ。
撮影：村上 剛志
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▼技術上達よりもまずは礼儀と学校生活。上級によ
る中１への指導ではまずはそこを徹底する。部活動
を通じて、周りを見る力、自分で考える力、問題解決
能力などが向上するとのことだ。

グ室は、床がオレンジ色のリノリウム敷きで壁

荒平先生が 就任してから急速に部が 変化して

らの教育現場が目指すものとダンスカルチャー

今回は、毎年全国大会へ出場する強豪校の中でも
独自の作風を見せてくれる東西の進学校に取材して
みた。それぞれ普段の練習の雰囲気が作品の特徴
に活かされている。

クトを持っている。

なったのは2000年以降で、2009年に顧問の

性とユニティ。言葉使いが違うだけで、これか

「日々」

テージの緊張感となって現れるようなインパ

部員がいるために校舎内の数カ所に分かれて
アップが行なわれていた。メインのトレーニン

は古いが、ストリートダンスをメインとする部に

エイティビティ、自主性とオリジナリティ、協調

ダンス部の

取材日は２学期最後の練習納め、100名近い

舞踊部として創立されたのが1951年と歴史

プと言えるのではないだろうか。創作性とクリ

ドキュメント

DATA

●部員数：93 名（中 1：22 名／中 2：19 名／
中 3：25 名／高 1：16 名／高 2：11 名）
●女子：92 名／男子 1 名
●創部：2008 年
●活動時間：週３日
●ジャンル：ジャズヒップホップ
●主な出場大会：日本ダンス大会、DCC、
ダンススタジアム、高校生ダンスコンテスト

練習日は週３回と限られているが、部員たちに
私語はまったくなく、その集中力の高さは目を
見張るばかりだ。それは、厳しい規律やプレッ
シャーから来るものではなく、部員の自発的な
行動と伺える。ダンス部員によくある元気でテ
ンション高め！といった雰囲気とは対極にある、
真面目で堅実で現実的な姿勢からは彼女たち
の学生生活に対する意識の高さを感じさせる。
指導に当たるのはプロダンサーの板橋由起
コーチで、週２回のクオリティの高いレッスン
は本格的なダンススタジオさながら。しっかり
とたジャズヒップホップの基礎と表現力をベー
スとした同校の作風もコーチの手腕によると
ころだ。この日の練習では、振り付けを写しな
がら、基礎や心構えの大切さを、言葉豊かに、
時に厳しく伝えられ、部員の基礎力と理解力が
こうやって高められていく様子が伝わってくる。
部員全体の動きを見ると、ダンスのしなやかさ
と柔らかさ、そして音をギリギリまで引っ張っ
ていくような粘りの感覚が部員に共有されて
おり、それは大会作品にも特徴として活かされ
ている。部員同士の指摘も頻繁に行なわれてい
るようで、中学生にとっては高校生が良いお手
本となり、高校生にとっても中学生への指導が
自身の学びになっている状況は、中高一貫校の
部活の最大のメリットと言えるだろう。
広尾学園は中高ともに全国大会出場経験の
ある強豪校ではあるが、決して部活一本槍のダ
ンス部ではない。あくまで大事にしているの
はバランス感。学業とのバランス、生活とのバ
ランス、仲間とのバランス、進路とのバランス、
そして部活への向き合い方のバランス。顧問の
東郷先生いわく「学習習慣が確立されている生
徒は部活での技術習得も早い」ということだか
ら、力を各所に分散させるのではなく、要はそ
れらのメリハリのつけ方と集中力がポイント
ということなのだろう。効率とスピード重視の
情報化社会となり、ますますヒトの働き方が問
われていく彼女たちの未来に最も必要な力は、
そんな「バランス感」なのかもしれない。ダン
ス部の活動を通じて、その強い軸を日々固めて
いる部員たちが、近い将来にどんな力を日本の
社会に与えてくれるのか楽しみだ。

▲ジャズをベースにした芸術的なパフォーマンス。毎年の作品が楽しみなチームだ。

▶部長の料治さん
（右）
とダンスリーダーの佐
野さん。下級生への指
導では、本音で言い合う
ことのできる関係作り
を重視しているという。

▲アイソレや基本の動きの際に、周りに聞こえてくるぐらいの大き
な呼吸を全員で合わせて行なっている。

▲活動期間は週３日、2年生の12月で引退となり、そ
の後は受験に備える。時間が短いことが、部員たちの
ダンスへの情熱や活動の集中力につながっている。ま
た、情報通信機器・端末を積極導入している同校だけに、
部員同士の連絡やスケジュール管理、データ共有など
は Google のサービスを通じて効率的に運用される。
▼こちらは別室での基礎トレの様子。年々部員数が増える
ために練習場所を確保するのが大変だという。

▲▼練習は前後半でジャ
ズ／ヒップホップにレッ
スンが分かれる。体の使
い方が変わるために、そ
こを理解させるのが難し
いと由起コーチは語る。
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君 へ！
エンタメ界を目指 すダ ンサー諸

ESP学園

キミの
未来を
応援★

より！
実力を試すには本番のステージが何
エンタメ業界を目指す学生にとって
お届けしよう！
ESP 学園生の熱いパフォーマンスを

に行われたパフォーマンス系コースのライブ「THE SHOW」に注目してみ
ました！ 歌、ダンス、演劇、さらに、先生とのコラボもありの楽しいライ
ブで、満員の観客は盛り上がりっぱなし！ ダンスで青春！ 歌で感動！ 演
技で笑顔！ やっぱりパフォーマンスするって素晴らしいですね！

8名のMensダンサー

踊Men
クルー
Odo-Men-Crew

n ew s

ESP 学園の年に一度のお祭り「楽園祭（がくえんさい）
」
。学生によるライ
ブや演劇、さらには模擬店、そして人気グループが出演するゲストライブ

ストリートダンス界から選び抜かれた

LIVE
パフォーマンス

ート！

」をレポ
W
O
H
S
E
H
「T

DANCE

ESP 学園「ダンス部」在校生が大活躍！

VOCAL & DANCE

踊 Menクルーの結成まで…

未来のスターが現れるかも？！

③最終審査は ISOPP
とレッスン形式
kazuki
（s**t kingz）

②東京大阪で行なわれた
個別オーディション

①エントリーはSNS
での30秒動画

本誌第13号でもエントリー募集が
あった「踊 Men グランプリ」
。ダン

さわやかにファンキーに決めた！

▲セクシーな衣 装と
ダンスで 女の強さを
表現！
▲初々しいボーカル＆ダンス。緊張感
と楽しさが伝わってくる！

▲こちらは男子センターでおしゃれに
仕上げたチーム。クールで情熱的な魅力！

▲会 場を圧 倒したリリカルな
ダンスナンバー。

ACT

◀男女 混 声ラブ ソング。
ラップもかっこ良かった！

ス部やストリートダンスシーンから

加 !!
97名が参

REAL な10代男子ダンサーの才能
を見つけ出し、未知のフィールドへ

お披露目は世界最大級のダンスイベント

向けて PUSH していくプロジェク

上の
200名以
!!
エントリー

トが、8名からなる「踊 Men クルー」
と し て １ 年 の 活動 を ス タ ー ト さ せ
た。2018年 の う ち に「 ダ ン ス の 目
標」と「ダンス以外の挑戦」をクリア

「JSDA presents DANCE NATION」の BIG ステージにて！

し、SNS のフォロワーを10倍にす

るというのが彼らに課せられたミッ

演技＆アクションの
総合エンタメステージ！

ションだ。1年の活動を経て、真の「踊
Men グランプリ」に輝くのは誰か？

ダンススキル、
ルックス、
キャラクターを兼ね備えた8名の10代男子ダンサー。
キミの
「推し踊Men」
をフォローしてね！

山田 海士朗
Kaishiro Yamada

▲アイドルっぽいけどかわいくてカッコ
いい 、迫力のパフォーマンス！

松田 拓翔
Takuto Matsuda

と
ダンス
繊細な スティックな
ィ
アーテ 売り。
が
センス プも武器。
ッ
歌とラ

▲イケメン8人がロックな
ナンバーで決めた！

ESP学園２大イベントNEWS！
次回「THE SHOW」
も開催決定！

●2月17日（土）
●場所：専門学校 ESP エンタテインメント東京
12号館 B2ホール club1ne2wo

詳しくは「音楽アーティスト科ツイッター＆インスタグラム @esp̲t̲artist をチェック！

ミュージシャン／ヴォーカル／ダンス／作詞・作曲／声優アーティスト／タレント・モデル／
音響・放送スタッフ／イベント・コンサートスタッフ／アーティスト・タレントスタッフ／ギター製作・リペア／
ピアノ調律／管楽器リペア

▲▶演劇のステージ。
殺陣も本格派です！

COLORS OSAKAも開催します！

●3月3日（土）
●場所：なんば Hatch

ESP 学園ゆかりのアーティストが
出演するイベントをチェック！
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安藝 雄大朗

青木 聖波

Yutaro Aki

Masanami Aoki
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踊 Men クルーの詳しいプロフィールや SNS アカウントは公式サイト odomen.jp をチェック！

踊Menクルー

ダンス部お助け隊！

みんなと同世代である踊Menクルーが全国のダンス部どこにでもヘルプしに行き
「ちょっと実物
ます！ 「ダンスを教えてほしい！」という理由で出張レッスンもOK、
を見てみたい！」という興味で校内SHOWも大歓迎！ その他に力仕事や部の盛り
上げ（？）などもお手伝いしますよ！ 連絡を取りたいダンス部はメールを！

info@odomen.jp
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DA N C E 部

ダンス部の活動を応援するポカリスエットが、イベントやダンス部の活動をサポートしてきました！

大好評の人気ダンサー訪問企画も第２弾が募集スタートです。ぜひ応募してね！

EVENT

◀▼ストリート系からチアダンス
まで多様なチームがパフォーマン
ス。学校同士の交流や異ジャンル
の交流も素晴らしいです！ 運営
も学生達が協力してバッチリ！

▲ダンスで渇いたノドにはポカリが最高！
イエ〜イ！

ダンス部の大会というと、その多くは企業や関係
団体が主催運営しているものがほとんどなんだけど、
「NAKANO DANCE JUNCTION 〜第１回 中野区中
学高校ダンス発表会」は、ダンス部顧問の先生方が企
画し、生徒たちも運営に加わり、それを企業がサポー
トするという、新しい形の有意義なイベントなのだ。
「近くて遠い存在」から「近くて最も親しい存在」とい
うスローガンを掲げ、中野区から、実践学園・東亜学
園・宝仙学園・堀越高校・都立武蔵丘高校の中学高校ダ
ンス部が参加、ジェイコム中野がサポートする形で、
11月23日になかの ZERO ホールで行なわれました。

通信

NAKANO DANCE
JUNCTION
踊って・作って・交 流する、中野区の

中高ダンス部による合同発表会イベント

本イベントは、コンテストではなく発表会であるこ
とがポイント。そのため初心者部員にも参加しやすく、
リラックスした雰囲気の中で、心からダンスを楽しみ、
その成果を家族や友人たちに披露することができる
のだ。各学校からは2〜4ほどのチームが出演し、レ
ベルの高い大会作品からバラエティに富んだ文化祭
用の作品まで、合計17作品が披露されました。
もう一つ重要なのが、生徒たちがイベントの運営に
関わっていたことだ。先生方が中心になって企画や
運営を行なうことで、その学校の生徒も必然的にイベ
ントに関わることになり、受付やパンフ配布、呼び出

人気ダンサーの訪問ワーク
ショップは話題の登美丘高校！

チ DANCE 部サポート」の第１回目は、そんな登美丘高校
に訪問しました。講師は、Memorable Moment で芸術的
なダンス活動を続ける KAORIalive。なんと akane コーチ
が以前レッスンを受けていた先生でもあるのです。
まず基礎ではフロアを使った動きと、それを応用してア
ドリブでクロスフロア。
「心を解放して自由に表現する」
ことを KAORIalive が指導しますが、慣れない動きと表現
に部員たちは苦戦します。後半は、振り付けに自分たちの
創作を加えてグループごとの発表会。制作に苦労するグ
ループには「まずイメージを決めること。連想ゲームのよ
うにメンバー間で振り付けを展開していくこと」とアドバ
イスします。緊張の発表会のあとはポカリで乾杯！
他校にはないプレッシャーの中で活動をする登美丘の1、
2年生にとって有意義なリフレッシュと刺激になったこと
でしょう。今年の活躍にも期待大です！

しなどの役割をもらって各自の仕事をこなす。イベ
ントを運営する大変さや関わることによる学びや達
成感が得られるのは、このイベントならでは。関西に
比べて、地域でのダンス部の交流＝横のつながりが
少ないと言われる関東のダンス部。今回がモデルケー
スとなり、継続した開催や他の地域への刺激になれ
ば素晴らしいことです。
踊り終わった学生にはポカリスエットが配布され
ました。ステージで踊り、イベントを作り、近隣のダ
ンス仲間と交流をする。活発に動いたダンス部員た
ちの喉をスッキリ潤しました！

ダンス部訪問ワークショップ2nd
シーズンのインストラクターが決定！

WORKSHOP

昨年夏の涙の準優勝から、バブリーダンス動画の大ブレ
イク、そして本家の平野ノラ・荻野目洋子とのテレビ共演、
キャプテンの芸能界デビュー、そして紅白出場と、ダンス
部の枠を超え、高校生として前代未聞の活躍を見せた大阪

▲基礎の大切さと共に「ダンスは心を解放しないと。言葉にで
きないことを表現できるから」と伝えるKAORIalive。

左 記 の KAORIalive に 加 え て、ISOPP、shoj（
i s**t kingz）
のワークショップも実施される「ガチ DANCE 部サポート」
ですが、多数の応募に応えて第二期の訪問ワークショップも
募集開始します！
１組目は今号の特集でも登場した GANMI のメンバー。み
んなと年齢も近い世界的ダンスチームから、群舞のコツや
最新のスタイルを伝授してもらおう。２組目は都立狛江高
校のコーチコンビである、Tomoko と ASUKA Yazawa。ダ
ンス部コーチとしてだけでなくプロダンサーとして数々の
実績があるだけに、貴重なレッスンとなるはずだ。そして、
社会現象となった登美丘高校のバブリーダンスの仕掛け人
akane も再び登場だ。ぜひそのパワーとオーラを感じよう。
今回は関東近郊のダンス部を訪問する予定なのでドシドシ
応募してね！
エントリーしたい学校は DANSTREET サイト
（danstreet.
jp）
のフォームからお早めにどうぞ！

▲短時間での振り付け作業は、チームワークに加えて
発想力と表現力が問われます。

進路に悩む受験生の男の子。鳴き声は「ガッ
コー！ガッコー！」典型的なB型で自由奔放に
ベスト進学ネット内を歩き回っているよ♪

「ダンス部あるある」大発表！

学校生活系

普段と部活の時の顔の違い
昼休み練習は下はジャージに
上はYシャツスタイル

練習系

「ラストもう１回！」が何回もある
バブリーダンスの
仕掛け人akane

話題の若手ダンスチーム
GANMI

ベスコッコのお友達の女の子。典型的なA型で、
ベスコッコちゃんの進学をしっかりとサポート♪
大量のひよこっこが出現することもあるよ

から募集した
みんな

「タッタッタララ〜のとこ
から練習しよう」で伝わる

OTHERS
その他、複数校の部長やダンスリーダー
が交流する「リーダー講習会」や「顧問交
流会」、その他コンサルティングの相談も
どしどしお寄せください。振り付けや練
習方法の相談、衣装制作、楽曲アドバイ
ス、自主公演の作り方、ダンス部立ち上
げのお手伝いなど、ダンスク編集部がお
手伝いさせていただきます！

高校生のみんなは「あるあるネタ」大好きだよネ。もちろんダンス部にも「あるある」はあるでしょう！
今回はダンスク／DANSTREETとベスト進学ネットで募集した「ダンス部あるある」を発表しちゃいましょう！

つい踊る系

ギャップ系

ダンス動画を見るだけの
つもりがつい踊っちゃう

普段の性格とダンスのギャップが
ものすごい人が1人はいる。
逆に、普段の性格が

知ってる曲が流れた瞬間
にみんなで踊る

本番系
校内発表後は

めっちゃダンスに出てる
人も1人はいる

「ダンス部あるある」は
まだまだあるよ！

アイドル気分
大会の時に誰かしら
衣装を忘れる

Tomoko＆
ASUKA Yazawa

続きはコチラ！
！
！
▶▶各エントリーはDANSTREET
（danstreet.jp）へ！
https://pocarisweat.jp/
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