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『ダンスク！』
バックナンバーの

ご案内

★ダンス部員・関係者のための情報が満載

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！

20号
2018.11

21号
2019.3

★ダンス部の経験を糧に華々
しく将来を描いている女性5
人がインタビュー登場。表紙
は二連覇を果たした同志社香
里高校の話題のキャプテン川
口紗依。九州ダンスの強さの
秘密にも迫った。

★ダンス界全体の課題であ
る音楽著作権について、ダン
ス部の活動に絞ってわかりや
すく基礎知識を解説していま
す。また、ダンス自体の著作
性や印税発生の可能性に関
しても言及。

★熱戦だった夏のダンス部
大会を振り返りつつ、大会で
異なる審査基準についてダン
ス部顧問にアンケート調査。
ダンス部衣装コレクションで
は、色とりどりのコスチューム
の25校を紹介！
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●発行
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みなさんのライフスタイルにスマホは欠かせない存在でしょう。
だからこそ、時間の使い方や思考を整理するために
スマホとの付き合い方を考えなくてはいけない時代になってきました。
ある意味、日 ど々のようにスマホを自己規制するかによって、
みなさんの未来は決まると言っても過言ではありません。
ダンスもそう。トレンドや定番を追いかけるにしても、
あえて遮断するにしても、スマホやネット情報は使い様です。
道具は使うもので、使われてはいけません。考えていきましょう。

2019年3月『ダンスク！』編集長　石原久佳

　　　　　　　ダンスク Twitter
ダンス部員なら
フォローすべし！

編 集部より

●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
https://d-s-k.jp/company
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23号」は
　　5月中旬配布予定です！
　　（以降7月、9月、11月、1月、3月、5月刊行予定）

●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
■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）」を書いてメール：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。

各200円（送料別）

★ダンス部大会全チームレポート
★強豪ダンス部コーチの連載
★プロダンサーの助言
★ダンス部訪問レポート ...etc.

d-s-k.jp

連動Webサイト

本誌連動サイト「ダンスク！」のTwitterでは、ダンス部大会の速報や
ダンス部訪問レポート、編集長MEMOなどを日々ツイート中。
ただ今フォロワー 6,000人超え。
ダンス部入ったら、まずフォローしてね！



   スマホ映えする今どきダンス   
　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際
に見て覚えていたわけだ。これは大昔の話ではなく、30
～40年前は当たり前のようにダンスは生の現場で伝
わるものであり、TRFのSAMさんの世代は新しいダン
ススタイルを知るために、足繁く遠方にも通っていたと
いう。そこで得ることは単なる技術だけではなく、その
ダンサーがどんな場所でどんな空気を感じ、どのように
観客や音に反応して踊っているか、などの生 し々い空気
感だ。いわば、三次元四次元の感覚と五感でダンスを
感じてくるわけだ。そこでの捉え方、あるいは誤認や勘
違いがスタイルを進化させることも多々あったという。
スマホで伝わるのは二次元のダンス。だからなのか、空
気感や立体感やグルーヴではなく、キレとスピードと可
動域を重視して平面的に見せるスタイルがトレンドに
なっている気がする。言うならば「スマホ映えするダン
ス」。ダンスも世に連れ、メディアに連れ、ですかね。

  「しない」選択こそブランディングに  
　一億総メディア化などと言われ、SNSで自己発信するこ
とやネットでのコミュニケーションが当たり前の世の中に
なった。だからこそ「しない」選択が絶対的な価値を生む可
能性もあるのだ。すぐに検索しない。LINEで済ませない。
簡単にネット発信しない。知りたいことを図書館で調べれ
ば思いがけない知識との出会いもある。人に訊けば、知識
ではなく知恵や熱量が入ってくる。直接話せば、心が通う。
返事がNoでも、縁は繋がる。ビビってはいけない。面倒臭
いと思われる人が実は徳をする時代だ。皆が自分の価値
を広めようとSNS発信する行為は、逆に価値を埋没させ
ているのかもしれない。最後までSNSで自己発信しなかっ
たアーティスト、安室奈美恵はそうやって自分のカリスマ
的価値を守ったんじゃないでしょうか。

   寄せていくより突き抜けろ！  
　ダンスに限らずだが、競技人口が増え全体のレベルが上がっ
ていくにつれ、「勝てる方法」が情報化され、上位チームの作風
が平均化してくることがある。筆者が大会を取材したり、審査し
たりする際に単に優劣をつけづらくなる要因ともなり、同時に
重い責任としても感じる部分だ。その情報化・平均化のスピード
はスマホやネットのおかげで昔より遥かに速くなっている。だか
らこそ、上位を狙うチームはその平均から脱け出ようと、「斬新」
な作風にトライする傾向も見られる。ただ、その中で見過ごされ
てしまうのが、自分たちの強みを最大発揮できる「スタイルの成
熟」だ。簡単に手を替え品を替え、ではなく、自分たちのスタイル
や伝統を守り、突き詰めていくことのほうが部活らしい取り組み
方で、全体を活性化させるのではと感じる。いつの時代も、次の
正解は潮流の反対側にあるのだ。
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　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際
に見て覚えていたわけだ。これは大昔の話ではなく、30
～40年前は当たり前のようにダンスは生の現場で伝

　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際
に見て覚えていたわけだ。これは大昔の話ではなく、30に見て覚えていたわけだ。これは大昔の話ではなく、30
　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際
に見て覚えていたわけだ。これは大昔の話ではなく、30
　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際
に見て覚えていたわけだ。これは大昔の話ではなく、30
　ダンスの伝達の変遷を考えると、まず最初期は実際

スマホ時代で変わるダンス編集長コラム

スマホ時代で変わるダンス編集長コラム

0405

１日平均合計どのぐらい
スマホを使う？

活動の中で音や動画を扱うのがダンス部の特徴。ただ、学校内での使用となるとさまざまな
問題や課題が出てくる。その実態をダンス部員とダンス部顧問からアンケート調査してみ
た。また、スマホやネットがもたらしたダンスへの影響を本誌編集長が分析した。

ダンスとスマホ

朝学校へ行く前、学校によっては
お昼休み、部活前、下校時、寝る
前と合計3～4時間の部員が多
数。用途はSNSやアプリ以外に、
勉強アプリや調べ物など勉強に
も役立てているとのこと。

YouTubeで気になったダンス動
画からShazamなどのアプリで検
索する使い方が多いよう。Apple 
Music、Spotifyなどの便利な音楽
アプリ以外に、SoundCloudで曲
をかけっぱなしにしてピンときた
曲をチェックする使い方なども。
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スマホ使用OKの学校では部の
使用ルールに準じて使用を許
可し、校則で使用不可のダンス
部に関しては「部分的に許可し
ている」という回答が多かった。
どちらでもないダンス部は顧問
や部が所有しているスマホや
パッドを使用している場合も。

ダンス部員はダンス部
の動画を見る、これが
ダンス部ダンサーの特
徴なのだ。やはり自分
達に一番参考になる動
画は気になるよね。ま
た、K-POP系アーティ
ストのMVや話題のプ
ロダンサーの動画も見
る人もけっこう多いぞ。

Q.1

どうやって踊る曲を探す？Q.2部活動での
スマホ使用に関してQ.1

どんなダンス動画を見る？Q.3
特集
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本誌連動Webサイト がリニューアル

と名称統合され、ダンス部専門Webメディアとしてパワーアップ！

 アクセスは……
 d-s-k.jp

 記事カテゴリーは４つ

 見たい記事 はタグで検索！
 ダンス部大会の全チームレポート
編集長による全チーム写真付きレポート。アドバイスも含めてシビアにコメントされています。ダンススタジアムの全国大
会に関しては、2015 年大会から独自採点も入れてレポート。各年のチーム傾向や、強豪校の推移などが一目瞭然でわか
ります。他に、「日本ダンス大会」「DCC」「全日本高等学校チームダンス選手権」も毎年全チームレポート！

プロからのアドバイス
ダンス部の盛り上がりでプロやストリートシーンとの距離も近くなってきた。ダンス部に期待するプロからのアドバイス
は貴重だ。彼らからの「言葉のレッスン」をぜひ役立ててほしい！
過去の主なプロダンサー：仲宗根梨乃／TAKAHIRO／ ISOPP／ SHUHO／KYOKA／MIYU／ kanu ／ akane ／黄帝心仙人／KAORIalive ／ GANMI

動画
ダンスはやっぱり見るのが一目瞭然。ダンス部取材の際に撮った練習動画や部員たちの元気な姿、そしてダンスクがプロデュー
スするワークショップのレポートや、基礎トレーニング動画の決定版「毎日！DANCEトレーニング」もぜひチェックしてね！

コラム
ダンス部に知ってほしいダンスカルチャーの知識やダンス部に関する考察を編集長が書き下ろしています。強豪高校ダンス
部コーチのASUKA Yazawaの実践的なアドバイスもコラム連載。K-POP好きにはたまらない貴重な韓国情報も必見です！

ダンス部取材
やっぱり気になる隣のダンス部。強豪校は、どんな場所でどんな練習方法をしているの？　動画も合わせてチェック！
過去の主な取材校：千葉県立幕張総合高校／都立鷺宮高校／品川女子高校／神奈川県立光陵高校／桜丘高校（愛知）／都立狛江高校／神奈川県立川和高校／千葉敬愛
高校／駒澤大学高校／神奈川県立川崎北高校／日体大荏原高校／北九州市立高校／大阪府立堺西高校／奈良一条高校／大阪府立登美丘高校

REPORT 大会レポート、ダンス部取材、ワークショップ取材
COLUMN ダンス知識、マナー、コーチのコラム、K-POP、小説
INTERVIEW プロからのアドバイス／ダンス部員インタビュー
NEWS 時事のダンス部情報、大会情報

タグ：

タグ：

タグ：

タグ：

タグ：

 全チームレポ 　
 ダンス部大会速報 　
 ダンススタジアム 　
 DCC   
 日本ダンス大会 

 ダンス部取材　
 練習方法

 プロダンサー　
 アドバイス

 動画　
 練習方法　
 ダンス部取材

 ASUKA Yazawa  
 韓国　
 アンケート

Twitter／Instagramで
記事の更新情報がリリースされます

@Danstreet203

@danstreet_snap 日々更新 される ダンス部情報 を ぜひ活用してください！

  顧問の声  
音楽をかける機能のみ許可している。動画撮影は部のiPadの
み（東京・私立）／練習場所に鏡がないので、動きの確認には
スマホ撮影が欠かせません（千葉・私立）／学校としてスマホ
について持ち込み可、使用禁止のため、部活動中は特別に顧
問が許可している。したがって、明晰かつ判明に部の活動に必
要な場合に限っており、一方で個人的な使用は厳禁としてい
る（埼玉・公立）／部長とダンスリーダーのみ使用許可をしてい
る（富山・私立）／ネットに繋がない、SNSをしないことを条件
に使用許可を出している（愛知・私立）／学校でスマホ使用が
許可されている（東京・公立）／ICT教育を推進しているので、
生徒全員がiPadを所有している（宮城・私立）／校内での使用
は全県的に禁止されている（広島・公立）

 SNSや動画公開をしている 
SNSの運営については、学校としてのメディアリテラシー教育
を受けた前提で、部員に任せている。ただし、アカウントのパ
スワードは顧問も把握しているので、定期的に顧問の目が入
る可能性があることを伝えている（埼玉・私立）／顧問自身が
ダンスをしていたので、その流れで記録として自分のチャンネ
ルに載せている。最近は曲の著作権の関係で載せられない
ものがほとんど（富山・私立）／広報、他校のダンス部とのコネ
クションを増やす、ダンス部OG保護者への活動報告として
InstagramとTwitterを開設しており、ダンス部の活動報告
をしている（東京・私立）／Twitterを利用。ダンス部アカウント
の投稿を現役部員が拡散することによって、卒業生への活動
報告、中学生への広報効果を期待している（東京・私立）／大
会等がない時期のモチベーションの維持のためや、新入部員
の獲得のPRのために動画を配信（宮崎・私立）／部としてはア
カウントを持っていないが、個人での配信は管理とルール決
めをした上で許可している（大阪・公立）

 SNSや動画公開をしていない 
学校のホームページで活動報告をしている（千葉・私立）／以
前はSNSをしていたが、学校からNGが出たので停止してい
る（東京・私立）／部内の連絡用のLINE以外は学校として禁
止。動画も極力公開していない（神奈川・私立）／動画公開のメ
リットがわからない（東京・私立）／著作権に触れる行為なの
で全面禁止している（東京・私立）

◉曲をかける／探す
◉動画を撮影する
◉データや連絡事項の共有
◉動画を参考にする

生徒全員がiPadを所有している（宮城・私立）／校内での使用
は全県的に禁止されている（広島・公立）
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部としての
SNS活動に関してQ.3

どのように使用しているか？Q.2



品川エトワール女子校ダンス部が　
やってみたのはコチラ！

future dance club
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次回の訪問校はすでに埼玉
県の杉戸高校に決定（講師
はPsycheさん）。ダンス
部員に「役に立ちました！」
と評判の「ダンス部向け講
演会」では訪問してほしい
学校を募集します。みんな
の「今」と「将来」のために
ぜひ応募してみてね！

ダンス部員の｢今｣と｢未来｣をサポート
ベスト進学ネットが｢ダンス部向け講演会｣を開催!

ダンス部を応援する進学サイトとしてお馴染みの「ベスト進
学ネット」がダンス部員のお悩みを解決する講演会を品川
エトワール女子高校で開催。プロダンサーがダンス部の「今」
のお悩みや疑問を回答、ダンスク編集長がダンス部員に向
けた将来の進学や進路を講義しました。

第１部 ダンス部お悩み相談

第３部「ベスト進学ネット」の紹介

第２部 ダンスを未来に活かす方法
講師：ASUKA Yazawa

（狛江高校コーチ／プロダンサー） 
講師：石原久佳（ダンスク編集長）

dance clubdance club

　プロダンサーとして第一線で活躍し
つつ、母校の狛江高校のコーチを務める
ASUKA Yazawaはダンス部のリアルを
知る一人だ。大会入賞や予選突破まで
いつもあと一歩という悔しい思いをし
ている品川エトワールからは作品作り
に関する細かい質問が飛び交いました。

「振り付けを伝える時はイメージの伝え
方が大事。言葉のたとえだったり、一見
関係ないイメージ動画を参考にしたり、
最初は逆に抽象的なイメージで伝える
といいよ。踊ることと同じぐらいイメー
ジをすることが大事だよね」
　あと気になるチームワークについて
もアドバイス。

「私がコーチした代では、仲が良くても
作品がダメだったこと、仲が悪くても作
品が良かった代もある。仲が良いと遠
慮し合って、作品に妥協が生まれること
もあるからね。妥協を潰すにはお互い
に指摘し合う厳しさも大事だから！」

　最後は突如、ベスト進学ネットのマス
コットキャラ「ベスコッコちゃん」が登場
し、「きゃ〜」「かわいい！」と部員が大喜び！
そしてスマホで「ベスト進学ネット」の説
明を受け進学サイトを初体験。ダンス部向
けの適職診断で大盛り上がりしました！

future

　この日の参加者はすでに部を引退しダン
スの専門学校への進学を決めている３年生
と、ダンサー以外の進路で将来を夢見る１、
２年生。ダンスシーンを長年見てきた編集
長からはプロになるためのアドバイス。

「プロになるためには、ダンスのスキル
はもちろん自分のマネジメントが大事。
自分１人が会社になって、宣伝・営業・経
理をこなす感じだね」
　また、ダンス部の経験がダンス以外の
仕事にも活きる可能性も教えてくれた。

「ダンス業界だけじゃなく、音楽やイベン
ト系の仕事でもダンスの経験は活かせる
よね。その裏方である制作や音響、照明
なども、文化祭などで経験して興味を持っ
た人もいるかもしれない。ダンスはステー
ジでも動画でも人を惹きつけるから、広
告業界も面白いかも。あと、ダンスは今
後、教育分野や福祉・知育などにも役立っ
ていくと思うから、ぜひみんなの経験や
センスを他分野で活かしてほしいな」

ベスト進学ネット「ダンス部向け講演会」
訪問校を募集中！

ぜひみんなも
試してみてね！

エントリーはコチラ
www.d-s-k.jp/bsn_kouenkai

「ベスト進学ネット」の紹介ベスト進学ネット「ダンス部向け講演会」

report

@品川エトワール女子高等学校ダンス部

ベスト進学ネット「ダンス部向け講演会」

TSMはK-POP推し！
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

「K-POPコース」に在籍中の講師が語る
「K-POPとダンス」の魅力！ 撮影：村田卓

ダンスはずっとやっていて、K-POPの歌・
ダンス・ルックスなどの魅力にハマって入学
しました。広島から上京したので、学校の
寮に入っています。不安というより毎日楽し
みばかりですね。K-POPのダンスはキレ
イめな動きが多いと思います。僕は早取り
しがちなので、そこを先生に指導してもらい
ますね。授業では歌とラップだけでなく韓
国語も学んでいて、すごく難しいですけど、
毎日少しずつ覚えていっています！

2年生でこの学校に編入してきました。
家族には反対されたけど、今しか頑張
れないことだから、思い切って飛び込
みました。ダンスの授業では、動きの
クセ修正や表情作りを指導していただ
いています。韓国と日本では、普段の
会話から言葉の強さが違くて、それが
歌にも現われていると思います。それ
を表現するのが難しいけど、前に前に
出られるように意識していますね！

LiL KyonA先生▲K-POPスタイルに特化したダンス授業では、徹
底的に「魅せる」ことにこだわる。

専門学校でK-POPを学んでみたいアナタ！ K-POP界で活躍中の現役アーティストが講師を務
める歌やダンスのレッスンをはじめ、 この日限りの
特別メニューを通じて、 K-POPの魅力を発信する
イベント。当日はヴォーカル・ダンス・ラップなど、 
K-POPアーティストとしてデビューを目指す人向け
の特別体験レッスンが実施される、またとないチャ
ンスです。さらに韓国での活動に不可欠な韓国語
のレッスン、 K-POPアイドルのメイク体験や韓国
フードも楽しめます。詳しくは下記QRコードから
ホームページをご覧ください。

K-POPダンス体験
講師：LiL KyonA

K-POPラップ体験
講師：EIHOU

K-POPヴォーカル体験
講師：チャン・スミ

K-POPダンス体験
講師：KEiTa

私個人は、K-POPアーティストだからとい
うより、好きなアーティストが韓国のグルー
プばかりだった、という感じで魅力に気づ
いていきました。ダンスだけじゃなくて、メ
ンバー全員が歌やラップもする。歌唱法は
欧米からの影響を強く感じますし、曲には
一度聴いたら忘れないインパクトや言葉の
響きの面白さがありますね。あとアーティ
ストの芯から出る“強さ”みたいなところに

日程  4/28（日）、5/19（日）、6/23（日）
  １２時集合　

場所  東京スクールオブミュージック＆
        ダンス専門学校
　　  東京都江戸川区西葛西3－14－8

 K-POPコース1年生

川﨑陸也くん
・広島県出身
・好きなアーティスト：Stary Kids、
  (G)I-dle、ITZY、getcool

 K-POPコース２年生

門脇亜優さん
・埼玉県出身
・好きなアーティスト：少女時代、  
  BIGBANG、  EXO、BTS、ITZY 

日韓音楽交流アーティストの第一人者として10年以上のキャリアを持つ
ダンサー／振付師。TSMの卒業生でもある。

惹かれたんだと思います。
K-POPダンスの特徴は、すごく整理されて
いるところ。まずダンサーの動きのクセを
無くして統一感を作った上で、それぞれの
体を活かした動きを覚えていく。女性だっ
たらSラインや滑らかさ、男性だったらガッ
シリ力強く見せるとか。角度と姿勢には細
かくこだわりますし、ちょっと遅取りをして
惹きつけるのも特徴だと思います。

Ｋ-ＰＯＰアーティストには芯から出る“強さ”があるんです

K-POPフェス
　へ参加しよう！      

今しか頑張れないことだから、
飛び込みました！

寮生活は不安よりも
毎日の楽しみばかりです！



音源制作

ダンス部員が目指せるエンタメ業界のシゴト

ダンスが大好き！ダンスを仕事にしたい！
でもダンス部員が目指すのは「プロダンサー／振付師」だけじゃない！
これからは「DANCE＋α」でライバルに差をつけ、未来の選択肢を増やそう！

ESP学園でダンス以外に身につく＋αのチカラ

MC／演技

映像制作

イベント制作

ダンサーにとって音楽の編集や
著作権処理は課題だよね。自
分たちで音源を作ることができ
れば、著作権もクリアしつつ、
自分で音を作って踊る未来型の
クリエイターを目指せるぞ。元々
は音楽を専門としているESP
学園ならではの本格的な指導を
受けることができる！

プロダンサーの中には演技にト
ライしてメジャーを目指したり、
イベントをオーガナイズする人
も多いけど、そこで必要になる
のがトーク力。踊ることは得意
なダンサーが実は苦手としてい
る部分で、「人を楽しませる話し
方」を実践的に学ぶ必要があ
るのだ。

今のダンサーは、ネット動画や
SNSでの動画で自分をアピール
することが必須。映像編集のア
プリやソフトを使って自力でやっ
ていることが多いけど、プロ講
師から映像撮影＆編集を学んで
「バズる動画」を作っちゃおう！
極めればやりがいのある仕事に
も繋がるぞ！

ダンサーとしての夢を追いかけ
ながら、その周辺の仕事がした
い！って人も多いはずだ。イベ
ント制作やレコード会社、アー
ティストマネジメントの仕事で
必要となる、ウェブ制作、デザ
イン、映像、録音、舞台などの
知識を学んで即戦力スタッフを
目指そう。

サウンドクリエイターコース

芸能タレント科各コース

音楽スタッフ総合コース

音楽芸能スタッフ科各コース

ダンスを楽しんで極めたい人には… それでもプロダンサーを目指したい人には…
ダンススタジオに通いながら別分野を模索！

現在ダンスのスタイルはとても細分化していて進化
のスピードも早い。スキルアップを目指すなら、個
性的なインストラクターや仲間がいる流行りのダン
ススタジオに通うのも有効な方法だ。ダンスはそち
らで極めつつ、ESP 学園で関連する別分野を模索
する学生も多いぞ！

ESP学園の特徴としては、高校の時と同じような「ダ
ンス部」が放課後にあること。ダンス系コース以外
にもさまざまなコースの学生が参加しているので、豊
かな交流やアイディア交換もできる。部活でダンス
を楽しみながら、発表会などで成果を出し、卒業後
も豊かな人脈を築くのだ！

 ESP学園ダンス部がオススメ！ 

踊る「音」は自分で作る！「動画」で輝くダンスを作る！

踊って喋って「伝える」！目指せ！「即戦力」スタッフ

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／俳優・タレント・モデル／
放送・音響スタッフ／コンサート・イベントスタッフ／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
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DANCEで資源を大切に-----環境省が主催する高校生ダンスコンテスト

「限りある資源を未来へつなぐ。今、僕らにできること」。資源の大切さをテーマ
にした高校生ダンス大会「Re-Style DANCE CUP!」が全国規模にパワーアップ
して開催される。君たちのダンスのアピール力を社会に役立てるチャンスだ。

リ・スタイルダンスカップ

 優勝チームには「環境大臣賞」「3R」環境問題をテーマに 
国の機関が主催する初のダンスコンテストとなる「Re-Style DANCE 
CUP 2019」。優勝チームにはなんと「環境大臣賞」が授与される。ま
た、来年度大会のポスターなどにチームの写真を起用！

リデュース（Reduce）：省資源、ごみの発生抑制、リユース（Reuse）：
シェアリングや長期の再使用、リサイクル（Recycle）：分別、資源の
再生利用。「3R」をテーマに作品を考える本大会は、学生にとって有意
義な経験になる。

春から活動を開始し、初の大会チャレンジとしてはちょうど良い時期（10
月）が決勝大会になる。がんばる高校１年生チームを対象に「新人賞」も
設定。「3R」のテーマ表現に優れたチームには「メッセージ賞」だ。

本大会では環境省Re-Style応援ソング「巡り循った輪の中に」が課題曲
となる。そのリミックスバージョンが２３種類用意されており、ヒップホッ
プからEDM、ジャズなどさまざまなリズムアプローチを選んで学べる。

 新人チームには「新人賞」 多彩なリズムアプローチを学ぶ 

参加を決めた理由は、3Rや資源の大切さを多くの人に知ってもらいた
いというコンテストの主旨にありました。作品作りには時間がありません
でしたが、部員は意欲的に取組み、自分達なりに考えて作品を作ってく
れました。参加して本当に良かったと思っています。そして3Rの普及の
ために少しでもお役に立つことができたならば何よりです。     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ダンス部顧問　柳場寛）

この大会に出るにあたって、顧問の先生から環境問題のことを教えてい
ただきました。そこで日本でも色々な取り組みをしていることを知ること
ができました。テーマ性が重視されている大会だったので、フリを考え
ていく上で歌詞をよく聴きました。千葉敬愛は、コンテストは学年別で
出場するのですが、今回初めて合同で出場し、短い期間でしたが、学年
関係なく仲が深まったと思います。　   　  （ダンス部代表２年大高未央）

POINT.1

POINT.４ POINT.３

POINT.２

★エントリーはwebエントリーもしくは地方予選へ参加
「Re-Style DANCE CUP! 2019」ではより多
くの参加を募るために、ウェブ動画エントリーもし
くは関東・近畿での予選（撮影会）を用意していま
す。どちらも平等に審査しますので、どしどし応募
お待ちしています！

●参加対象：全国の高校生（1～3年生までの2～12名チーム）
●エントリー締切：9月20日(月)※地方予選参加締切は8月15日（木）
●webエントリー：http://www.re-style.env.go.jp/
●関東地方予選： 8月23日（火）＠市川文化会館●近畿地方予選： 8月27日（火）＠高槻現代ホール
●決勝： 10月26日（土）＠首都圏商業施設を予定
●決勝審査員：関根アヤノ（プロダンサー）、緒方浩（全日本高等学校ダンス連盟代表理事）、石原久佳（ダンスク編集長）

主催：環境省　共催：千葉県、千葉市、市川市、高槻市　連携：全日本高等学校ダンス連盟

    2018年千葉県限定大会の優勝チーム 「マクジャズ／千葉敬愛高校ダンス部」からのコメント



https://pocarisweat.jp/

Graduation
Departure

Graduation
Departure

Graduation

BAX-100-7AJFBAX-100-7AJF
¥13,000＋税

アナログ、デジタルコンビの薄型モデルが新登場。90年代のサーフ
カルチャーをコンセプトにレトロなデザインを採用。ビーチファッショ
ン、カジュアルコーデを彩ります。

モデル：momoca（@momoca0128）
撮影：薮内努（TAKIBI）

BABY-G 2019 SS COLLECTION

問い合わせ先 カシオ計算機お客様相談室 
☎︎03-5334-4869／baby-g.jp

     CasioBabyGJapan 　　babyg_jpCasioBabyGJapan 　　babyg_jp          

momoca

momocaちゃんが
つけてるBABY-G
はコチラ！

今年の春に大学生になるティーンダ
ンサー。キッズの頃からDOLPHY
などのチームでコンテストで活躍し、
ソロとしてはハウスダンスを武器に
バトルにも精力的に参加。今後ダン
サーの枠を超えた活動を展開する。

PROFILE
今年の春に大学生になるティーンダ

PROFILE

いま振り返ってみると、高校生活、あっという間でした！
実は私は高校受験に失敗していて、行きたい学校に行け
なかったんです。だからこそ、入学した学校で一番になる
ぞ！って気持ちで、勉強もダンスも頑張ってきました。念願
かなって、行きたい大学の推薦が取れたのもその失敗が
あったから。そして、ダンスを頑張ってきたことも評価して
いただきました。ダンスに助けられましたね！
高校時代の思い出といえば、文化祭で全校生徒の前で踊
れたこと。みんなが盛り上がってくれたこと。あと野球の
強い学校だったので、甲子園に応援に行けたことです。普
段学校にいる仲間があの場所でプレイしているだけで、す
ごく感動して刺激を受けました！　その時にこの学校に
入って良かったと思いましたね。
個人的にもCMの撮影で海外へ行かせていただいたり、
仕事面でも良い経験をさせてもらったと思います。
今後は……楽しみと焦りが入り混ざった感じですが、大学
もなあなあで過ごしたくはないんです。自分の夢を叶える
ためには、ダンスだけでは足りないって思うこともあるか
ら、いろんなことにチャレンジしたいですね！
いま高校生のみんなも、ダンスだけじゃなく勉強も大事だか
ら、やるべきことはやると決めて、両立していってください！

Watch 
Me!!

旅立ち

Graduation卒卒卒業業業

ダンス部員のカラダ作りをサポートする基礎トレ動画

正しい動きを反復し
馴染ませる

新入生ダンス部員がまず戸惑うのが「基礎トレがきつい！」というお悩み。でも、カッコいいダンスをするためには、しっかりとしたカラ
ダ作りが重要だし、そのトレーニングは正しい形で毎日続けることが何より上達の近道！　ポカリスエット×ダンスク！がプロデュースす
る動画「毎日！DANCEトレーニング」で、春休みからしっかりとカラダ作りをしていきましょう！

振り付け練習は楽しいけど、いくら踊ってもサマにな
らない時こそ、基礎から見直してみたい。初心者も上
級者も、正しい基本動作を反復して、ステップや振り
付けの精度を上げていくのだ。このトレーニングを適
当に流してやっているか、意識的に取り組んでいるか
でダンサーとしての成長度は大きく変わってくるぞ！

吸収した水分とイオ
ンを長くカラダに
キープさせるために、
人間の体液に近いイ
オン飲料をとること
が大切！ ポカリス
エットは水よりも体
液に近い水分組成な
ので、ダンス練習中
の長い時間もカラダ
を潤し続けることが
できるんだ。

アイソレーション リズムトレーニング Jazz基礎

通信

ポカリスエットの「甘
さ」には理由があり
ます。ポカリスエッ
トに含まれた糖質は、
腸からカラダのなか
へすばやく水分を吸
収させるのに適した
糖質濃度なのです。
糖質とナトリウムの
バランスでスピー
ディな吸収を実現し
ます。

カラダにすばやく吸収されます

吸収スピードを速めるのは
適度な「ナトリウム」と「糖質」

ダンスをやるとたく
さんの汗をかくよね。
汗でカラダから水分
が失われる時、水分
と同時にナトリウム
などの電解質（イオ
ン）が失われます。す
ると、カラダの中の
イオンバランスが崩
れ、パフォーマンス
が 低下 す る 原因 と
なってしまうのです。

なぜ？ 水分補給に必要な
「イオン」の理由

水よりも長い！
イオン飲料の「キープ力」

■インストラクター：ASUKA Yazawa ■プロデュース：石原久佳（ダンスク！）　■音楽：DJ Hiroking

イラスト:コバタキミコ

でダンサーとしての成長度は大きく変わってくるぞ！

基本
動作

踊ってない時にも
カラダ作り

水分補給食事 睡眠

生活
習慣

は で公開中！

パワーとキレを作り
可動域を広げる

成長期のみんなのカラダには良い栄養摂取が大事で、
バランスのとれた食事、適切な水分補給、そして充分
な睡眠が必要だ。しっかり朝食をとっているかな？　
寝る直前までスマホを見ていないかな？　水分補給
に適したポカリスエットで、秋冬の乾燥を防ぎ、春夏
の熱中症を対策しましょう。

ダンス部員の初心者比率は5〜6割。うち運動経験が
少ない部員は半数を占める。なので、圧倒的に基礎体
力が劣るケースが多いのだ。ダンスだから筋トレは必
要ないのでは？と思ったら大間違い！　今や運動部
以上に筋トレやストレッチをやっているのがダンス
部なのだ。正しいやり方で毎日続けていきましょう！

ストレッチ筋トレ

部なのだ。正しいやり方で毎日続けていきましょう！

基礎
体力

毎日DANCE


