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ダンス部員の
表紙：J☆Dee'Z／幕張総合高校
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ダンス部 潜 入 取 材

汎愛高校／叡明高校

編 集 部 より

『ダンスク！』第 16 号

2018 年 3 月 15 日刊行

本誌
『ダンスク！』は元々ウェブマガジンDANSTREET が母体です。
そして、DANSTREETは雑誌
『ダンス・スタイル・キッズ
（DSK）』と
『ダンス・スタイル』を引き継ぐ形で生まれました。
今号の表紙は、その流れで縁のあった J ☆ Dee'Zと幕張総合高校です。
J ☆ Dee'Zは DSK から巣立ってメジャー活動するグループであり、
幕張総合は
『ダンスク！』を創刊するきっかけとなったダンス部で、
取材時に部員からは
「DSK見てました！」と声をかけられました。
やり続けていれば、踊り続けていれば、いつか縁は巡ってくるものです。
2018年3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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今月の表紙：J ☆ Dee'Z ／千葉県立幕張総合高等学校
写真：ほりたよしか
● 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
〒 152-0022 東京都目黒区柿の木坂 1-26-5
http://d-s-k.jp/
info@d-s-k.jp
ただ今ダンスクでは外部ライターやカメラマン、デザイナー
を募集中。応募したい方は上記までご連絡ください。

●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 17 号」は
5 月中旬配布予定です！

（以降、7月、9月、11月、1月、3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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13号

14号

2017.09

2017.11

★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

15号

2018.01

★ダンス界のマイスターと呼
ぶべき5組のプロダンサーが
高校ダンス部へ 助言。審 査
基準、発想法、芸術性、
ヒップ
ホップ、群舞について語ってく
れました。学校訪問は広尾学
園と奈良一条。

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！
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Q.2

問
ダンス部顧

「自主性」を促すために
指導していることは？

高校生たちが自主性を持って行動し、自立した人間と
して進学や就職に向かう。それを部活動を通じてどう
促していくかは顧問の腕の見せどころだ。

できることは全て部員に任せる。
なるべく手を出さない（
。登美丘）

報告・連絡・相談を怠らないこと。何事も
顧問の知らないところで勝手にやらない

ことを徹底し、
ホウレンソウで部員
同士の風通しを良くする。
（芦花）

に訊きまし

た！

ー
ー アンケート企画 ー
ー

ダンス部員の

自主性

部活動は「生徒の自主的、自発的な参加により行われるもの」と学習指導要項に記され
ている通り、その活動での責務や目的に対して、どれだけ自らが進んで行動できるかにあ
たる「自主性」が大事になる。ダンス部の場合は、指導者不足や運営面などで発展途上
の部分が多いため、より部員の「自主性」が求められるだろう。今回は、関係の深い強豪
ダンス部の顧問に「自主性」に関するアンケートを募ってみた。誌面の都合上、すべては
掲載できないが、非常に興味深い回答が得られたので抜粋してご紹介しよう。
文・構成＝

毎回の練習や個人の取り組みなどについ

て評価をさせながら、
クラブノートを

活用し目標設定を常にさせる。
（実践）
さまざまな行事で多くの生徒にリーダーを
経験させ、自分たちで考え、責任を持って初

めから終わりまで物事をやり遂げる力
をつけるように指導している。
（幕張）

先輩が後輩を指導し育て
る環境を整える。集団に
応じた目標設定を行なう。
チームワークを発揮する
ため、役割分担を明確に
する。
（一条）

テーマ提示を行ない、思考する機会を
豊富に準備する。それに伴った顧問主
催のミーティング設定。
（上野）

学校生活や学習に対して、
ダンスを
言い訳にしないことを言い聞かせ
るとともに、ダンスの基礎・基本を約1年
（北九州）
間かけて教えている。

入部の段階から、ダンス
部員としての義務と志
（杉戸）
を示し、確認させる。

判断の材料となるものは可能な限り与え、自分たちで
「考える」ことを常に

させる。顧問の仕事は
を与えること。
（明誠）
「上質な考えるヒント」
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どのような部分を

アンケート協力校

「自主的」に進めさせている？

（38校／回答到着順）

広島県立向原高等学校（広島）
品川エトワール女子高等学校（東京）
大阪府立登美丘高等学校
札幌龍谷学園高等学校（北海道）

部の運営、練習計画、作品作り、大会への取り組
み、学業とのバランスなど、ダンス部員が負う責務
の中で、どの部分を「自主的」に取り組んでいるの
だろうか？
練習計画の作成、体育館の予約など。コーチ

作品の振り付けだけでなく、大会参加で

が直接指導するとき以外はすべて部員

の書類提出、また年３回の校内公演では、

たちで練習を進めていく。大会その他

計画・演出・照明・音響・誘導

に出かけるときの交通機関その他も部員が
調べて計画する。
（登美丘）

生徒会会計、部費の管理、部員間の
（芦花）
トラブルの解決。

実践学園中学・高等学校（東京）
専修大学附属高等学校（東京）

などすべて。
（幕張）

ほぼ活動のすべて。部長、
副部長2名、会計2名の
三役５人が中心に
（川口）
なって部を運営。
予定表は生徒たちに考えさせ、必要だと思う

ところに必要だと思う量の練習を自分た
（三重）
ちで考えて入れさせている。

部の存在意義を大切にしている
ため、必要なことは部長から部員
へ伝えるように。
（深沢）

失敗しても良いのでまずやらせ
てみる。
フォローは顧問が
（宝仙）
する。

Q.1

石原 久佳

何のために踊るのか？

なんで今踊ることができるの
か？何を伝えたいのか？誰に
伝えたいのか？などを考えさ
せるようにしている。
（橘）
部員を信用しているということを伝え、
「 先生
一人じゃなにもできないから助けてな」と言うと、
生徒たちが自主的に。
（三重）

自分たちの納得のいく作品にするために、一人一

人が意見を出して、
作品に責任を持つ
ように進めさせている。
（東野）

校則や礼節の 遵守、基本的 な生
活習慣の確立、家庭学習の定着と
いった生活面。練習前の部員同
士の挨拶（杉戸）
。

千葉県立幕張総合高等学校
広島県立呉商業高等学校（広島）
杉並学院高等学校（東京）
上野学園中学校高等学校（東京）

二松学舎大学附属高等学校（東京）
東京都立芦花高等学校
川口市立川口高等学校（埼玉）
神奈川県立川崎北高等学校
東北学院榴ケ岡高等学校（宮城）
新潟市立万代高等学校
武南高等学校（埼玉）

東京都立新宿高等学校
奈良市立一条高等学校
北海道札幌南高等学校

静岡県立磐田西高等学校
東京都立町田総合高等学校
昭和第一学園高等学校（東京）
奈良県立法隆寺国際高等学校
仙台城南高等学校（宮城）
北九州市立高等学校（福岡）
東京都立橘高等学校

叡明高等学校（埼玉）
東野高等学校（埼玉）
大同大学大同高等学校（愛知）

日本大学明誠高等学校（山梨）
神奈川県立麻生高等学校
埼玉県立杉戸高等学校
三重高等学校
東京都立深沢高等学校
光明学園相模原高等学校（神奈川）
常磐高等学校（福岡）
宝仙学園高等学校女子部（東京）

回答校参考データ
コーチの有無
主に
顧問が
指導

13

6

臨時
ならば
いる

いる

11

大会作品の振り付け
顧問 コーチ

（※共作も含む）

11 11
生徒

いない

8

25

＞＞︎今後、誌面アンケートに協力し
て い た だ け る 学校 は info@d-s-k.jp
までご連絡ください。ダンス部にとっ
ての有益な情報をメールマガジンで
お届けさせていただきます。
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Q.4

部活で培った「自主性」は将来に
どのような影響を与える？

部活動での経験が社会に出てから活きることは思った
よりも大きい。あれがあったから今頑張れる——そんな
チカラを知らずと蓄えているのだ。

コミュニケーションを積極的に取ることができ、自ら
の考えをしっかり提示できることは周囲に必要とさ
れる。また、周囲の意見をしっかり聞くことができる
のも、社会で可愛がられる大切な要素。
（実践）

話し合いの場数を踏むことによって、
人の意見を聞く力、自分の意見を述べ
る力、異なる意見と折り合う力が

年々身についていっている。
（品川）

事務的な能力に加え、自分の思いを伝えるこ
と、しんどさを乗り越えて努力すること、周り
の人と協力すること、といった 精神的な

（登美丘）
部分で得るものは大きい。

ダンス部という集団の中で自
分の思いを実現させるためにど
うしたら良いか、さまざまに学
び、想定し、課題設定をし、協
議し、実践する。部活動の場で

アクティブラーニング
が成立している。
（川口）

年によって行事が異なるため、

Q.3

どれに参加するか否か、ど
うやったらうまくいくか。自
主性が求められる機会は年
間通して常にある。
（明誠）
自分たちでメニューや練習日程を
考えているのは本校ではダンス部
のみ。それが自信や誇り、仲間へ
の信頼へと繋がっている。
（龍谷）
インターハイに繋がる
「公式戦」と呼べる

作品創作において正解がないの
で、より良くするためにどこを修正
すべきか自分たちで考え、
作品
（杉並）
と向き合うという点。

大会がない中、どの大会に出るかを自分

ので、集団のなかで自らの役割を自覚し、

ある生徒が多いからか、文化祭の

コミュニケーション能力が身につく。子

発表などに注目が集まったり、声

供たち同士が学び合う場所としてダンス

をかけてもらうなどの経験を経て、

部はその適性を持っている。教員が教え

自己が認められたことはとても良

る場であるよりも、互いが互いに教え合

い影響がある。
（昭和）

い成長できる場である。
（一条）

本当の意味での自己実現のために、部活動で求めら
れる責務を自ら進んで引き受けることのできる人間こ
そ、自主性を身につけた人間と言える。このように自主
性を元にした責任感や社会性を身につけることや、や
りきって手にした達成感と矜持は、部員の人生

に残すことのできる大きな財産となる。それこそが、部
活動としてダンスに取り組む意義である。
（杉戸）

Q.5 「自主性」に関するエピソード

部活で培った自主性や経験は

「机上の勉強」
を
「生き物」
にしてくれて、さまざまな場面で
（幕張）
人を動かす力となってくれる。

上の学年が決めた三役に関して以前、少々不安に感じる人選があったが、
部長として活動を始めると、想定外の活躍ぶりで、教員より生徒同士の
方が人を見る目があることを痛感した。100人の部員を指揮して動かす

その他、アンケートにあった印象的なエピ
ソードを紹介しよう。紹介しきれなかった分
はDANSTREETで後ほど掲載！
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のは、教員でも難しいが、今までのどの部長もしっかりやり遂げている。
部長が口を開くと、部員も一瞬で静かになって集中する。部長自身も、
部長になる前に比べると大きな人間的成長が見える。
（川口）

ダンス・ファッションなどの流行り

に敏感なこと。
スマホを最大限

ダ ンス 部 が 毎 朝 正 門 に 交代 で 立って、
（実践）
挨拶運動 をしている。

見せどころだと思う。
（新宿）

校内でもダンスへ 興味 や関心の

テストに参加すること。
（仙台城南）

学 校 を率先して明るく元気にするため、

られることが、ダンス部特有の自主性の

自主性とともに協働性 が求められる

各自で 楽曲を掘ること。スクール

や WS で学んでくること。バトルやコン

に活用していること。
（昭和）

たちで決められること。また、レギュラー
メンバーで出場するかを話し合いで決め

ダンスは
「 表現する」
という分野なので、踊
り以外 の 感性 を磨
（川崎北）
ける。

「自主性」とは？

ダンス部は体育系であり文科系。成果は数値で出るもの
でなく、向かうゴールもわかりにくい。その特殊性にこそ
ダンス部ならではの意義がある。

の人数に規定がないため、何人で、どの

自分たちで困難を乗り越えて作り上げたという達成
感が、
自己肯定感につながる。AO入試などで自
信をもってアピールできるだけの人間力が身につく。
自主的に取り組むためには、他者の助けが不可欠で
あることに気づき、感謝することができる。
（芦花）

ダンス部ならではの

ダンスを踊るその表現力
において自主性は不可欠。
作品を生徒らが作るので

自主性しか存在し
（一条）
ない。

どうすれば部活がより成長して発展
するか考え、それを行動に移すため
にはセンスや個性が発揮されるので、
型にハマらない自主性が生ま
れる。
（宝仙）

「ダンス部＝ちゃんとしていない」と見られることが
少ないわけではないので、
「規律ある行動をし
よう」と自分たちでルールを決めたり、守れなかった
場合のペナルティを作ったりしている。
（川崎北）
自分のダンスを追求しているタイ
プの生徒たちが、練習前や休憩時
間、練習後に披露するダンスが波
及効果となって全体のレベルアッ
プや向上心に繋がる。
（大同）

全員が作品に責任を持ち、自
由に批判し合うこと。自分を
部員数分の１の存在ではなく、

自分×部員数 で 部 が

出来上がると自覚して活動す
るのがモットー。
（川口）

与えられたものだけでなく、音楽
（北九州）
やダンス自体を楽しむ。
大会前などに部員が集まって意見を出し合
うミーティングが素晴らしく、高校生がこん

自分たちで
「SNS」の功罪について

のミーティングをしたり、部員間の問題に

なにきちんと自分の思いを語れるのか、と感

顧問が介入したほうがいいか聞くと
「もう

心した。良いものを目指すという一つの目標

少し自分たちで考えさせてください、それ

に向かって、
ひたむきに取り組むこ
とが彼女たちを成長させている。
（登美丘）

でだめだったら助けてください」という答
えが返ってきた。
（芦花）

卒業後、何か大変なことに出く
わしても
「高校の部活よりは大
変じゃないな」と頑張れる
ことがあったと何人かの OG
が言っていた。
（昭和）
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ドキュメント

埼玉県

ダンス部の

「日々」

叡明高等学校

▲練習中はとにかく笑いが絶えない。男子が多いせいもあり、
我こそは！と笑いを取ろうとする姿勢が部の和やかなムード
を作っている。

▲何事においても「やりたい理由」と「その目的」を明確にしながら、適切な「やり方」を自主的に考えていくのだ。

埼玉県越谷市に3年前に新設された叡明高
校は、メディア出演やバトル大会での活動が目

立っている新鋭のダンス部。部長を始め男子部
員が多いのが特徴で、男子はポップ／アニメー

ション、女子は創作性の高いヒップホップを作

風としている。顧問の上地先生は、元キッズダ
ンサーであり、ストリートダンスシーンでも活躍

大阪市立汎愛高等学校

ます。部員たちが “ 先生のおかげです！”と笑顔

で感謝を伝えてくれますし、私が何よりも大切
にしているのは “ 部員たちがやりたいことは絶
対叶える！応援する！”という顧問の強い姿勢を
部員に示すことです」
な ん と、取 材日 の 前日 に は 伝 説 の ヒップ
ホ ップ ク ル ー
「ROCK STEADY CREW」の
Mr.Wiggles をワークショップに招聘したのだ
という。部員が Mr.Wiggles の映像を参考にし
ていることをきっかけに、顧問が
「夢を叶えるた
めに何でも行動を起こす姿を生徒に見せよう」
と、Mr.Wiggles 本人にメールで打診。快く返
事が来て、当日の英語通訳や送迎などすべての
アテンドを顧問と部員が担当した。各自が役割
分担を持ち、常に情報を共有しながら、社会に
出るための予行練習というべき１つの大きなイ
ベントを成し遂げたのだ。それ以外にも、近隣
の高校を集めてのバトル大会運営や合宿計画
など、顧問が期待した以上の自主性と計画性を、
創部間もない部員たちが発揮しているのだとい
う。
「ダンスをツールとして自立した人間形成を理
想にしています。してもらったことに対して必ず
恩返しをする。幹部部員を中心にさまざまなこ
とを考えて、楽しい日々を共に彼らと過ごせて、
私自身が毎日 “ ありがとう”という気持ちでいっ
ぱいです」

DATA
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大阪府

した、25歳の新人教師だ。

「私が部員たちに自主性を引き出してもらってい

◀アップ（アイソレ、柔軟、筋トレ）と基礎練習
（ターン、ステップ）はみっちりと。共学だが女
子だけの部員という流れが続いているという。

◀この日は体
育館の真ん中
1／4スペース
を 練習場所 で
確保。振 り 写
しをメインに。
１つの振り付
けには３ヶ月
ぐらいの制作
期間を要する。
▲顧問に報告をする部長。多くの人の支えで舞
台に立てているという感謝の気持ちを忘れない
ようにと顧問は指導する。

●部員数：39 名（1 年：29 名／ 2 年：10 名 男子 9 名／女子 30 名）
●創部：2015 年
●活動時間：週 5 日（平日 3.5 時間／土日 5 〜 9 時間）
●ジャンル：ポップ、ヒップホップ
●主な出演メディア：紅白歌合戦、乃木坂 46 ツアー、ダンスチャンネル
●主な出場大会：ダンススタジアム（バトル大会ベスト 8）
、他
●振り付け：生徒、顧問

撮影：渡邊 眞朗

◀振り付けは完全に部
員が行なう。汎愛で振り
付けをやりたいという
希望で入学してくる経
験者も多い。写真は1年
生のリーダー。
「教える
時はまず褒めてから、１
つだけ悪いところを指
摘するようにしています」

◀練習中 は と に か
く笑顔が絶えない。
自主性の強いダン
ス部の特徴と言え
る だ ろ う。集団行
動 を 通 じ て、協調
性・我慢強 さ・責任
感が養われる。

や向上心につながっていく。そして、上地先生
が理想とする
「自立した人間形成」へとダンス部
の活動目的を向けていくのだ。そのゴールへ向
かって、一緒に肩を並べて走り続ける顧問と部
員の姿は今日も眩しい。

▲部をまとめる部長・副部長
（男子・女子）
。一人一人の意見を
尊重し、自ら考え顧問に提案して部活が常に向上することを
意識している。

▲▶︎「ロボットVS人間」をテーマにストーリー構想から衣装の発注・
裁縫も全て生徒が行なう。右はMr.WigglesとのWS。

▶作品で時にインパクトが強いのが表情と衣装。衣装替えのある構成
も伝統的だ。

歳が近いこともあり、部員と顧問の間は確か
な信頼関係と愛情で結ばれている。愛あるとこ
ろに感謝の気持ちとお互いを慮る気持ちが生ま
れ、協調性や自主性が生まれる。行動には責任
が生じることを学び、努力して得た成果は自信

▲常に勝ちにこだわって練習をしているが、リズムに乗る・ダンスを感じる
ことを大切にしているという。大会で成果が出ない時は、早めに問題点を見
つけて解決策を探る。

シャル
ペ
ス
性」
「自主

部に訪問してみた。

DATA

●部員数：42 名（1 年：25 名／ 2 年：17 名）※女子のみ
●創部：2004 年
●活動時間：週 6 日（平日 2.5 時間／土 5.5 時間）
●ジャンル：ジャズ、フリースタイル
●主な出場大会：ダンススタジアム、日本ダンス大会
●振り付け：生徒

「コーチはいらない」自主性に誇りと
責任を持つ関西の個性派ダンス部

行動力と自主性と責任感、顧問と部員が一緒に走り続ける笑顔のダンス部

▲顧問の上地先生は積極的に部員の輪に入り、一緒に声を出していく。

▲新設の学校だけにダンス部がいつも使えるホールを備えてい
る。楽しく元気の良い男子が目立つが、女子も盛んにバトル練
習を行なう。

次は逆に、顧問と生徒との距離が近いことに

よって、生徒の自主性を引き出しているダンス

える関係性は、スキルのベースアップや踊り込
み時の相互チェックに功を奏するのだ。
自主性を大事にし、作風は世界観の強いジャ
ズダンスなのだが、練習風景はあくまで和気あ
いあい。笑顔と笑いの絶えない雰囲気で、確か
に言いたいことはお互いに言い合っており、部
員たちの喜怒哀楽もわかりやすく伝わってくる。
と思えば、リーダーの号令とともに別人のよう
に顔をキリっとさせて、筋トレや振り写しに集

中する。要はメリハリの振り幅が大きいのだ。
「ダンスは楽しむものですからね、自然と練習
はいつも和やかなムードになりますし、楽しむ
姿勢が強い代は作品のクリエイティブも良いで
すよ」
そう、ダンスは楽しむもの。作品はその楽し
さを伝えるもの。だから、練習を楽しむこととは、
本番で
「楽しさ」というエモーションを伝える予
行練習とも言えるのだ。加えて、自主性に誇り
と責任感を持つ部員の意識が、練習に適切なメ
リハリを加え、汎愛高校ダンス部のバランスの
良さと個性を形作っているのだろう。

ここからは
「自主性」を強く持った2校のダン
ス部を取り上げていこう。まずは大阪の汎愛高
校。ダンススタジアムの常連校であり、スモー
ルクラスでは7年連続出場で5年連続入賞、ビッ
グクラスも3年連続出場と、コンスタントな強さ
では全国トップクラス。ジャズダンスをベースに
個性的な世界観を表現する同校は公立高校で
あり、練習場所も他の部活と共有する形で、コー
チも振付師も不在。決して環境的には恵まれて
いるダンス部ではないのだ。
「もしコーチをつけると言ったら、生徒たちが断
ると思いますよ」
と語るのは顧問の槌谷先生。ダンス経験は
ないので、技術的な指導にあたることもない。
部員たちは
「自分たちだけでやっている」という
自主性に誇りを持ち、練習から指導、部の運営、
作品作りや大会出場まで、経験者や幹部を中心
に進めていく伝統が確立されているのだ。
サソリやワニやチョウなど、爬虫類や虫をモ
チーフにした衣装と世界観が特徴であるが、冬、
春、夏の大会では異なる振り付けで挑み、ハイ
ペースな作品作りで
「数」をこなしていくのも汎
愛の伝統。衣装もすべて手作り、自分のものは
自分で作るために、細かく見ると縫製や出来に
個体差があるようだ。
「夏の大会へ向けて、それまでの大会でいくつ
かのトライ＆エラーを経験し、最終的に良い作
品を作っていく流れがありますね」
そのため部員同士の話し合いは多いというが、
さすが関西の女の子だけあって、ミーティング
はいつもヒートアップしてしまうという。
「たまに、些細なことで言い合って泣きながら話
しているときもありますからね
（笑）。みんな言
いたいこと言うし、口も良くないからすぐに喧嘩
になっています
（笑）」

このへんはさすが関西の気質と言えるだろう。
逆に関東のダンス部では
「腹を割るために話し
合いを重ねる」という学校もあるというから、コ
ミュニケーションの素地としては大きな違いが
あると言える。普段から言いたいことを言い合

撮影：岡部 守朗
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動画を
全員に
ダンス部
当たる！
参加した
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」のプレ
「

8
x
4

☆Dee'Z
J
Teenage Dancin Days
現役女子高生ダンス＆ヴォーカル・グループ

4

S
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S
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私たちが踏み出してきた「あと一歩」

'

今号の表紙になっている
「J ☆ Dee'Z
（ ジェイディーズ）」は、みんなと同じ
現役高校生。そして小さい頃からダンスが大好きな女の子たち。彼女たち
がダンサーからアーティストへ飛躍していく道のりは決して平たんなもの
ではなかった。でも常にターニングポイントで
「あと一歩」と踏み出し続け
たことが、今の彼女たちのパワーを作り上げた。
『ダンスク！』の前身キッズ
ダンス雑誌の出身でもある、彼女たちの10代の軌跡を振り返ってみよう！

今号の表紙
女子高生ダンス＆ヴォーカル・グループ

J☆︎Dee'Zがみんなの
DANCE動画を応援！
「私たちも全員高校生なので、みな
さんのダンスを見れるのがとって
も楽しみです！ もし良かったら、
J ☆ Dee'Z の曲で踊ってみてくだ
さいね。応募待ってます！」

◀J☆︎Dee'Zの
楽曲はコチラから

ダンスの長さの数え方は１・２・３・４・5・６・７・８がワンエイト。
それが４つでフォーエイト。最もダンスを伝えやすい長さですね！
ダンス部仲間でその長さのダンス動画を撮って、SNS
（Twitter かインスタ）で投稿してください！
なんと！参加者全員に
「8x4ボディフレッシュ
（ミニセット）」がプレゼントされます！
ダンス部仲間で本格ダンスを踊るのもアリ、コピーダンスも双子ダンスも面白パフォーマンスもアリ！
SNS のコメント欄に
「◯◯◯高校ダンス部代表」と書いて、ハッシュタグ
「#48ダンス」を付けてドシドシ送ってね！

YouTubeチャンネル

賞品

参加賞

たの学校へ
あなに行きます！
材
取
★グランプリ

①ダンス動画を4エイトの尺で撮影
②
「◯◯◯高校ダンス部代表」
とハッシュタグ
「#48ダンス」
をつけてTwitterもしくはInstagramで
公開して投稿
応募した
③以下のアカウントをフォローする
ダンス部
の
・Twitterの場合…@Danstreet203と@8x4bodyfresh
全員にプ
レゼント
！ ・Instagramの場合…@danstreet_snap
④上記アカウントで DM が受け取れる設定にする
⑤参加確認の連絡が来たら返信をする

8x4ボディフレッシュ
（ミニセット）
部員全員分

『ダンスク！』取材権

★ベストインパクト賞
ニベア花王
エイト・フォー詰め合わせセット
ダンス
練習
に
最

★DANCE with J☆Dee'Z賞
バックダンサー出演権

※投稿後、学校へ連絡し、ダンス部顧問の先生に投稿
の確認と個数を確認し、学校へ送付致します。

後にも！ぐ！
ダンスした
イを防
汗のニオ

8x4 ボディフレッシュ

COOL
デオドラント

白くならず
超ひんやり
医薬部外品 皮ふ汗臭、わきが（腋臭）

Step

本格派アーティストへの「あと一歩」

※顧問の許可を取って現役ダンス部員が応募してください
※エントリーするアカウントは個人のもので構いません
※ダンスジャンルや楽曲は問いません
※１つのダンス部で複数の投稿はOKです
※イイネ数やリツイート数も審査の参考になります
※5/30まで動画を消さないでください

！
適

★双子ダンス賞
KORG STAGEMAN 80

応募方法

＊応募期間：3/15〜5/15
＊問い合わせ：株式会社ディーエスケイ
（info@d-s-k.jp）
＊結果発表：本誌7/15刊行号にて
＊協賛：ニベア花王、
コルグ
＊協力：ソニー・ミュージックレコーズ

ウォータージェル
クール

たれずに
使えて
ひんやり
医薬部外品 皮ふ汗臭、わきが（腋臭）、制汗

F u ture

＞＞デビューするも初期メンバーの卒業や
方向性など、数々の困難が待ち構える。合
宿ではメンバーが本音でぶつかり合い、結
束を固め、新たな脱皮を図ることを決意。

Hop

▲左から、
Nono、
ami、
MOMOKA

ダンサーからアーティストへの
「あと一歩」
＞＞当時キッズダンスグループだったが、
オーディションでは歌に挑戦し、見事グラ
ンプリ獲得。フランスのイベントJAPAN
EXPO へ招聘され話題となる。

本当にいろんなことがあったし、長い
ようで短い結成からの8年でしたが、
今までを振り返っても
“ あと一歩…”の
ときは、やってやろう！精神で何度も
乗り越えてきたし、これからもそれが
活きるんじゃないかなと思います！
（MOMOKA）

そして未来への
「あと一歩」
＞＞アーティストとして振り付けやプロデュースにも
こだわるようになり、さらにパフォーマンス力を強化。
エール３部作として楽曲
「Melody」
「ひとひらの涙」
「あ
と一歩」が同世代に支持される！

周りで支えてくれてる人の存在のためにも、自分の
ためにも、今ある限界点以上のものを出したい！と
強く思った曲、それが 「あと一歩」です！（ami）
エール３部作や今での曲を振り返ると、常に全力
で立ち向かって、楽しく歌って踊ってきました。自分
達の選んだ答えを信じていきたいって思ってます！
（MOMOKA）
今は夢を必死で追いかけている私たちだけど、見
てくれている一人一人の人生に寄り添えるような存
在になるためにも走り続けたいです。（Nono）
【リリース情報】1stミニアルバム「あと一歩」
■通常盤（CD）
1,800円 ■初回生産限定盤（CD＋DVD）2,500円

J um p

キッズダンスグループだった私たちが
アーティストデビューをかけたオーディ
ションを受ける時はすごく不安でしたし、
グランプリで名前を呼ばれたときは何
が起こったのか理解するのに時間が
かかりました。フランスでのライヴは
アーティストとしてステージに立つ快
感を初めて知りました。ステージから
の景色は今も覚えています！（Nono）

アメリカ修行での「あと一歩」
＞＞その選択として選んだのがアメリカNY
での武者修行。誰も知らない土地のストリー
トで人を惹きつけるパフォーマンスを模索
する。クラップやハーモニーにも挑戦！

飾らない！守らない！鼻で笑われて、
素通りされて、カッコ悪くても「予防線」
を張りたくない！「安全策」 とか作りた
くない！って、ありのままの自分たちを、
さらけ出すきっかけになりました。だ
から、試せるものは全て試して、仲間
とも自分とも真正面でぶつかった日々
でした。（ami）
HP：http://www.j-d z.com/

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★

n ew s

踊って
ートダンスの本場であるアメリカで
やっぱりダンサーなら一度はストリ
す！
トしま
ポー
をレ
アー
るESP 学園のツ
みたいよね！ 今回はそんな夢を叶え

ちの
た
ー
サ
ン
ダ
ESP 学園 修旅行！
ドキドキ研
ツアー
リウッド
キャンパスハ

世界的なダンサーが講師を務め、日本人ダンサーにとっても憧れのダンス
スタジオ｢IDA｣はESP学園の姉妹校でもあるのだ。IDAを学園生たちが
訪れた｢キャンパスハリウッドツアー｣を追っかけたぞ！

エンタテインメントの都LAで
本場のダンスを体験してきたよ！
★★いざアメリカへ！★★

いって
きま〜す !

▶▶▶ Twitter でダイジェストムービー公開中！

★★ダンスの本場のレッスン★★

Good!!

他コースの在校生も一緒に大勢で出発! 中には初海外のコも
いてドキドキだけど、仲間が一緒だから心強い !

★★観光も楽しみ！★★

ize!!
S
g
i
B

さぁ、憧れの IDA（International Dance Academy）
へ！ 講師はもちろん外国人！ 英語がちょっと不安だけど、
現地の通訳もいる上に講師の先生の擬音や表現がうまいか
ら、すぐに緊張もとけてカラダも動きます。
「本場アメリカ
でダンスをしてる！」という興奮と、カッコ良くてハイテンショ
ンな一流ダンサー。ホント、夢のようなダンス体験です！

ツアー参加者コメント

何もかもがビッグサイズ！
本場レッスンをたっぷり満喫できました！

ESP学園在校生

増田さん

やっぱり本場でのレッスンは規模が違いました！ 設備も大きくて、先生
方はとても陽気で、熱心にテンション高く指導してくださいました。自由
時間では買い物をしたり、おいしいアメリカンフードを食べたりして、良い
旅行気分も味わうことができました。ぜひまた行きたいと思います！
！

他にもあるぞ！ キャンパスハリウッドツアー
この「キャンパスハリウッドツアー」では、観光ツアーとしてディ
ズニーランドやユニバーサルスタジオ、グランドキャニオンやショッ
ピングなどから自分で選択して観光コースを選べるのだ。こちら
も良い思い出になるね！

ミュージシャン／ヴォーカル／ダンス／作詞・作曲・クリエイター／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／俳優・女優／スタッフ／
ギター製作・リペア／ピアノ調律／管楽器リペア

ダンスに興味がある学生は IDAを訪
れるが、ESP 学園の姉妹校には他に
MI（音楽学校）、EI（メイクアップアー
ティスト養成校）、TOA（俳優養成校）
があり、このツアーでは自分のコース
によって本場体験ができるのだ!

TOKYOでJAZZダンスと言えばこのダンサー！

MIWAが語る
高校ダンス部の
「魅力」
「楽しさ」
と
ダンスは「楽しむこと」が一番！
高校ダンス部のみんなはキラキラして素敵ですね！
実は私もダンス部出身なんです。
今と違って、創作ダンス主体のダ
ンス部でしたが、その中で私は勝
手にストリート系のダンスもやっ
ていました
（笑）。今、大所帯の振
り付けや創作ダンス的な見せ方が
得意だったりするのも、その時の
経験が生かされていると思います。
ダンス部の思い出と言えば、とに
かく楽しかった！ということですね。
ダンスは
「楽しむこと」が一番です
から、今でも壁にぶつかった時は
そこに立ち返るようにしています。
最近のダンス部はとにかくレベ
ルが高い！ それにエンタメ性のあ
るキャッチーな作品や表現系のジャ
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（土）

ズダンスも増えていますね。ステー
ジのみんなはキラキラしてて素敵
だし、一生懸命に打ち込んでいる
から、高校卒業後もダンスに打ち
込みたいって人は増えるんじゃな
いでしょうか。
その選択肢の一つとしてダンス
の専門学校があって、実際プロの
現場でも専門学校出身のダンサー
は増えているんです。専門学校は
とにかく環境が素晴らしいですね。
スタジオにはしっかりとした床や
鏡が整っているし、在学中にオー
ディションを受けるチャンスもある
し、レッスンでは自分の弱点も強
味も発見できる。特に、私も教えて
ガチDANCE部
サポート特別編

MIWAワークショップ＆講義

いる東京スクールオブミュージッ
ク& ダンス
（TSM）は、地方から出
てきた学生には寮があって、すぐに
ダンス仲間ができるし、レッスンで
は私がみんなのテンションに負け
そうなぐらい賑やかなんです！
自分の可能性を知りたい！自分の
殻を破りたい！って人にはピッタリ
の学校だと思います。
TSM のある西葛西は私の生ま
れ育った街。スーパーもコンビニも
レストランもたくさんあって治安が
良いです。ジョギングスポット
「葛
西臨海公園」では、よく走ったり、
散歩したり、ダンス仲間で騒いだり
していましたね！

Zepp Diver Cityで
行なわれた卒業・進級制作展

MIWA●ジャズダンサー／コレオグラファーとして東京で第一線
を走り続ける。小柄とは思えないパワフルさと、キレのある動き
で数々のダンスコンテストで優勝。安室奈美恵や西野カナら多く
のアーティストに関わる。日本ダンス大会では審査員を務める。

We are TSM!

「JAZZ基礎練UPの秘訣＆振り付け発想法」

＞＞レポート動画が
インスタグラムで
公開中！

ジャズダンスの基礎力をアップさせたい！自分たちの普段の基礎練習を向上さ
せたい！他校にはない独自の振り付けを作りたい！……そんな高校ダンス部員
にピッタリのワークショップを無料開催します！ ダンス部を強くするための
特別講義もあるので、特に部長やダンスリーダーにはお薦めの内容ですよ！
●日程：4月21日
（土）
●時間：10時〜12時30分
●定員：50名
（1つのダンス部で5名まで
参加可能）
●会場：東京スクールオブミュージック&ダンス
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（日）

東京都江戸川区西葛西3-14-8

●内容：
・1部：MIWAワークショップ＆講義
・2部：講義〜ダンスを仕事に活かす方法
by 本誌編集長石原、他
●申し込み：DANSTREETサイト
（www.
danstreet.jp）
よりエントリー

エントリーはこちらから！▶▶▶

TAKAHIROワークショップ

本誌でもお馴染み、プロダンサーでありコ
レオグラファー、そして日本ダンス大会の審
査員長を務めるTAKAHIROがTSM体験入
学の中で無料ワークショップを開催。申し
込みはTSMサイトより！

