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緊急事態宣言明けの
ダンス部大会をレポート！

部活動×学業×将来 のバランス感覚

編 集 部 より

『ダンスク！』2021年4月号
（34号）2021年3月31日刊行

大会で活躍する学校には、進学校が多いのがダンス部の特徴です。
学力が高い生徒は、やはり計画性・理解力・創作力などに長け、
それが作品のクオリティに活かされる場合が多いようです。
しかし、そうでない学校の生徒もまたダンス部の活動を通して、
さまざまな学びを得て、自信を持って社会へ巣立っていきます。
そこが授業では学べない、部活動の良さではないでしょうか。

今月の表紙：高校生ダンスコンテスト
撮影：向井久仁

ダンス部で学べる、創作性・協調性・コミュニケーション能力は
皆さんの未来を生き抜く強いチカラになってくれることでしょう。
2021年3月『ダンスク！』編集長

本誌連動サイト

石原ヒサヨシ

最新情報はココでCHECK!!

YouTubeチャンネル

▶ https://d-s-k.jp

ダンスク YouTube 検索

★サイト独自のダンス部情報

●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

★編集長のココだけマル秘 MEMO

★ダンス部員の REALトーク！

★本誌見逃し記事を再掲載

★人気 YouTuber とのコラボ企画

●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３５号」は

（以降隔月刊行予定）

５月中旬〜下旬配布予定です！

@Danstreet203
★全国ダンス部の発信をリツイート
★ダンス部情報をスピーディに CHECK

★強豪校の練習をレポート
！

★ダンス部大会全チームレポート

● Staﬀ
Publisher 石原 ヒサヨシ 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
https://d-s-k.jp/company
info@d-s-k.jp

※インスタは

@danstreet̲snap

本誌フリーマガジンの

部数変更 新規申し込み 配布停止

はこちら→ d-s-k.jp/dansuku̲entry/
※部数変更・新規は次号からの対応です（今号の追加
配送は不可）
。
※配布対象は中高ダンス部あるいはダンス団体です。
学校団体以外への配布には事前審査がございます。
※学校の場合、
申し込みは顧問の先生が行なってください。

★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】ダンスク！store へ▶▶▶
（https://danstreet.thebase.in/）

で販売中！
『ダンス部ノート』
著：石原久佳／ KKベストセラーズ刊
￥1,320／ 296ページ

03

31号

2020.9

★ストリートダンスの歴史を
音楽史とともに振り返る。ダ
ンスの起源と役割から黒人
音楽の歴史、
ブレイクダンス
やヒップホップの歴史、おす
すめ動画の紹介。
ダンススタ
ジアム決勝のレポートも。

32号

2020.11

★大人気ダンスチームs**t
kingz（シットキングス）のメ
ンバーによるダンス部員への
特別授業。
「ダンスで自分を
変える」がテーマの授業、振
り付けアドバイス、
高身長・強
いカラダ作り講座など。

（送料別）
各200円

33号

2021.1

★ダンス部員のためのケガ
予防と最強コンディション作
り講座。
カラダのクセを知っ
て姿勢を正す／食事と睡眠
を見直す／DANCEケガの
種類と予防／ダンサー必須
のストレッチと体幹トレなど

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！

特集

ダンスと勉強

顧問アンケート

武南高等学校
（埼玉）

ダンス部員はプレゼン能力や企画力が高い

宮谷和輝

ダンスと勉強

▶▶ダンス強豪校は一貫して普段の学業を疎かにしていない。
指導する顧問の先生の考えをアンケートで伺ってみた！

❶ ２週間前からテスト期間の告知。テスト１週間前からダンス部用に
教室を開放し、勉強できる環境を用意しています。また、赤点を連続で

質問内容

取ってしまう、もしくは評価で欠点がついてしまった場合は、校内発表

❶ 部活と学業の両立について具体的な指導やルール、ペナ

等のイベント出演停止。次回のテスト期間には強制的に部活用の教室
で勉強を行ない、その間の携帯使用禁止。上記のルールに関しては各

❷ それらを両立できる生徒の特徴とは？

❷ それぞれに高い目標を持ち、強い意志のある生徒。また、妥協を許
さない性格の生徒が多いように思います。

❸ ダンス力や創作力と学業はシンクロすると思いますか？

❸ 多少関係するとは思いますが、必ずしもそうではないです。現在求
められている学業・学力に創作力があまり関係していないと思います。

❹ 部活で培った力は学生たちの今後にどう活かされると

自由な発想を求めるような問題に対しての解決能力は高いように感じ
ます。

思いますか？

❹ 人と関わることが多い職業で力を発揮している卒業生が多いです。

ダンスと勉強

部活動×学業×将来のバランス感覚
文武両道が理想と言われるが、ダンスと勉強、部活と学業の２つを両立

ルティなどは？

代の代表生徒たちが最終決定しています。

特集

させるのはなかなか難しい。でも、その両立バランスを取っていくことは、
きっとみなさんの将来を切り開く力になるだろう。今回の特集では、両立
のカギを握る「集中力」について考えていこう。

卒業して２年目で新卒採用側にまわっている子などもいます。また、他
の部活に比べ全体的にプレゼン能力や企画力の高い子が多いように
感じています。
千葉県立幕張総合高等学校

主体性・時間の使い方・集中力

桜井里枝子

千葉敬愛高等学校

❶ 顧問がただ
「勉強しろ」
「両立しろ」
と言うことはありません。ルール

切り替え・長期的視点・集中力

柳場寛

やペナルティもありません
（別掲コラム参照）

ばる雰囲気作りは常に心がけています。学力の向上とダンス技術の向

てやそれに対するアプローチが上手で、自分が伝えたいことも明確で

❷ 責任感を持っている生徒だと考えます。
❸ 創作力に関しては相関すると思います。学業ができる生徒は目標立

❶ 特別なルールやペナルティはありません。ただ部活内で勉強をがん

あり、それを表現する手法もよく研究できているように思えます。背景

上の共通点など、私なりに説明しています。

を理解したり、表現方法を組み合わせるなど、表現するまでのベース作

❷ 気持ちの切り替えがうまい生徒。長期的に物事を考えることができ

りが上手いように思えます。ダンス力に関しては必ずしもそうなるわ

る生徒。集中力のある生徒。

けではないと思います。

❸ 学業とダンス力がシンクロするとは正直あまり思いませんが、何事

❹ 勝ちを目指すこと、スケジュール立てやアプローチの仕方、チーム

も一生懸命取り組む姿勢や気持ちの切り替え、集中力は共通して大切

で行動すること、自分を表現すること、周りからの評価を考えること、作

なことだと思います。

品という観点で制作すること、背景や文化を理解することの大切さな

❹ あいさつや礼儀がしっかりできること。職場等での良い人間関係を

ど、ダンス部に所属しているからこそ得ることのできる多くのことを経

作るのに活かされていると思います。正直未知数な部分が多いです

験でき、その一人一人の経験が今後の多くの困難や問題を解決する糸

が、部活動が将来様々な面で関わってくるのは確かだと思います。

口になると考えます。

集中力UPで両立を成功させる ❿ のステップ

文：石原ヒサヨシ（本誌編集長）

部活と勉強︒あるいは趣味と仕事︑遊

びと学校など︑なかなか両立できないと

いう 人は多いだろう︒なぜできないか？

きなこと﹂と
﹁苦 手なこと﹂
に分かれてい

その多くの組み合わせが︑
自分の中で
﹁好

ず先にやりたい︒そして逆に苦手なこと

るからだ︒好きなことには没頭する︑ま

は敬遠する︑後回しにする︒好きなこと

ない︒要は同じ分量の集中力を使うこと

両立のカギは集中力
には集中する︒苦手なことには集中でき

ができない︒
いわゆる
﹁ 切 り 替 え﹂
ができ

るのだ︒

❶

ないのだ︒だから︑
集中力を均等に使
うことができれば︑苦手なことも
こなせる︒２つを両立することができ

STEP.

まずは自分の集中力のレベルを確認し

てみよう︒みなさんが好 きなことは︑当

然ダンスだろう︒踊っていると楽しい︑没頭

も 部 活の時 間があっという 間に終わって

できる︑筋トレも努力もいとわない︒
いつ

けていた︑なんて経験もあるだろうが︑こ

しまう︒気がつけば時間も忘れて踊り続

中状態と言える︒みなさんの集中による

の
﹁時間を忘れる﹂
というのは︑ひとつの集

集 中できるそんなチカラがあるならば︑

大 きなチカラなのだ︒大 好 きなダンスに

集中力は鍛えられる
大丈夫︒練習中は︑思いっきり楽しんで︑

没頭して︑どんどん集中力を高めてほし

い︒それがまず︑みなさんの集中 力を鍛

上げていこう︒
05

❷

える
﹁筋トレ﹂
になるのだ︒
好きなこと
に没頭して︑集中力の基礎体力 を

STEP.
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ダンスと勉強
東京女子学院中学校・高等学校

日本大学明誠高等学校
（山梨）

学業の成績を加点したバトルイベント

正解のないものに答えを出す

千田明世

小泉宏太

❶ 学校生活の中の部活動なので、学業を疎かにすることは基本的なルー

❶ 今はペナルティを設けていません。かつては行なったこともあります

ルとしてあります。補習などがあれば、活動に参加することができず、他の

が、うちの部ではうまくいきませんでした。今は毎回定期考査の得点を

部員に迷惑をかけることになります。チームとしての意識が持てれば、自

こちらで用意した用紙に記入させて提出を求めています。その際はペナ

然と学業と部活動の両立ができてくるのではないでしょうか。また、ペナル

ルティではなく、具体的な反省点や今後の課題を一人ひとり話すように

ティはありませんが、チーム対抗戦でダンスのユニットバトルの点数とチー

させています。
「どんな点数をとってもうちの部はなんのペナルティはあ

ムの学業の成績の平均で加点をして、イベントを開催しています。学業の

りません。ただ、私やコーチたちは“ああ、こういう点をとる人なんだ”と

成績でどんでん返しがあり、部員たちが楽しみながら両立できる方法を考

理解するだけです」
と話します。結局これが一番成果がありました。

えています！

❷ 自らの現在地を理解し、目的地に向けて何をすればいいのか具体的

❷ 計画性があり、時間の使い方が上手いです。

に考えることができる生徒です。そしてそれをアップデートし続けられる

❸ ダンス力と学力は比例すると思います。創作力は個人の気質も関係し

生徒は当然伸びます。それはダンススキルも学力も同じだと思います。

ていると思います。

❸ 学業すべてではないですが、ある部分においてはしっかりシンクロす

❹ 多少のことでもへこたれない力は、どこへ行っても通用すると思います！

ると思います。
❹ 正解のないものに答えを出し、それを正解にする力です。

京都明徳高等学校

あいさつ・礼儀・マナーは将来に活かされる

岩倉真紀子

埼玉県立杉戸高等学校

二松学舎大学附属高等学校
（東京）

ダンス能力と学業の成績は完全に一致する

自分と家族が納得できる成績を

❶ 別掲コラム参照

松澤龍

❷ 別掲コラム参照
❸ シンクロすると思います。成績上位の部員達は、スケ

ですが、時期によってはオーディションで減点があったりします。

❹ あいさつ・礼儀・マナーなど実社会において活かされて
いると思います。また、周囲との調和をとることも集団競技

次第に学ぶ意義に気づき、主体的に学力が向上してくる。 部員は１日ごとに学習時

に教室で勉強をし、部活終了後に今日の成果を提出するというものが

間を集計し
「見える化している。また、いわゆるテスト期間は練習ではなく、全員での

定着してきています。

勉強会を活動内容としている。
「アホはダンスが上手くならない」
は部員の中でも定

❷ 責任感を持っている生徒だと考えます。

Ｏ

番の台詞となるくらい定着している。

❸ 創作力に関しては相関すると思います。学業ができる生徒は目標立

ダンスでみなさんの集中力がそんな状

態まで高まったなら︑
準備 Ｋ︒あとはそ

れを他の分野に転用していけばいいのだ︒

﹁え︑
そんな簡単に言わないで ！嫌いなも

のにはやっぱり集中できない！﹂
という声

他の事 業で成功するスポーツ選 手や︑二

が聞こえてきそうだが︑引退したあとに

足も三足も草鞋をはくような多彩な人

持ち合わせている︒１つのことを極めたあ

をご存知ないだろうか︒彼らは︑
人並外
れた集中力と興味を持ち︑かつそ
れを転用する器用さも勤勉さ も

とに︑次のことへ切り替えられる︒あるい

はコレをやりながらアレもやる︒１つのこ

り掛かる︒そのように集中力を使い回す

❷ 自らの時間を主体的に管理できる、つまり、情念に流されずに合理的に優先順位

てやそれに対するアプローチが上手で、自分が伝えたいことも明確で

をつけられる生徒。また、すべてのことから学び、自分の資質や能力を伸ばす姿勢

あり、それを表現する手法もよく研究できているように思えます。背景

や態度が高い生徒。

を理解したり、表現方法を組み合わせるなど、表現するまでのベース作

❸ ダンサーとして求められる力と学業の成績は完全に一致する。むしろ、我々はそ

りが上手いように思えます。ダンス力に関しては必ずしもそうなるわ

もそも切り分けることができないと考えている。良いダンサーであるにも関わらず、

けではないと思います。

学習成績にそれが反映されないのは以下の２つが考えられる。
１つは、別分野の学

❹ 勝ちを目指すこと、スケジュール立てやアプローチの仕方、チーム

習を通じて得られる資質や能力と、ダンサーとして求められる資質や能力が同様の

で行動すること、自分を表現すること、周りからの評価を考えること、作

ものであると気づいていない可能性。
１つは、いわゆる勉学のほうを特定の知識・技

品という観点で制作すること、背景や文化を理解することの大切さな

能を身につけることのみの活動であると思い込んでおり、
「学力の３要素」
について

ど、ダンス部に所属しているからこそ得ることのできる多くのことを経

正しい理解がされていない可能性。

験でき、その一人一人の経験が今後の多くの困難や問題を解決する糸

❹ ダンスへの探究的な学びという態度で培った課題発見能力と、課題解決能力

口になると考えます。

は、これからの社会で必ずや必要とされる資質と言える。さらに、活動の中で行って
きたマンダラチャートやポートフォリオの蓄積は部員の自己指導能力を向上し、自身

06

ダンスに集中しているとき︑
何を考えて

いるだろうか？

えること〟
だ﹂︵マイケル・ジャクソン︶

﹁ダンサーが起こし得る最大のミスは
〝考

⁝⁝なんて︑偉人の言 葉があるけど︑

﹁考えるな︒感じろ﹂︵ブルース・リー︶

なかなか高校生にスグに実践は難しいよ

うすれば？﹂
とか
﹁今度はこう 踊ろうか

ね︒部活の練習中も
﹁この振り付けはど

な？﹂
とか
﹁今日の晩御飯何かな？﹂
とか︑

﹁あー︑返ったら宿題やらないと！﹂
とか︑

も︑中には
﹁え︑何も考えてなかった！﹂
と

イロイロイロイロ考えてしまうはずだ︒で

集 中してないとか不 注 意とかの状 態と

いう 瞬 間 も 不 意に訪れるはず︒それは

も違う︒何度も何度も反復練習をした

えなくなった﹂
状態︒気づけば勝手にカラ

り︑踊り込んだりした果てに訪れる︑﹁考

ダが動いていた︒邪念や雑念がなく︑スッ

うな
︵時間と空間を認識していないよう

キリした思 考で︑自 分がそこにいないよ

な︶
不思議な感覚に陥る時︒それが究極

言われ︑スポーツでスーパープレイが出た

りするのもこういう時なのだ︒
ココにたど

り着くことができれば︑きっとみなさんの

踊りも最高のものになっているだろうし︑

本番ではぜひその状態にもっていきたい︒

踊り︑本 番では練 習のようなリラックス

ゾーン、
フロー、無我夢中
だから︑練習は本番のように毎回本気で

状態が必要と言える︒
スキルとフィジカル

が整っているならば︑あとはメンタルを整

えるだけ︒そしてメンタル＝集中 力こそ

張り上げるカギでもあるのだ︒

が︑
スキルとフィジカルを最高の状態に引っ

とは言え︑苦手なものにはやっぱり集

う︒そう 言 う 時はまず︑苦 手 意 識をな

中できない︑というのは普 通の感 覚だろ

くすこと︒意識に張り付いている
﹁苦 手﹂

というレッテルを剥がすことだ︒例 えば︑

する︒やがて︑その
﹁苦手﹂
のレッテルが加

あなたの周りに苦手と感じる人がいると

う意識を作り出し︑実物以上に
﹁嫌な人

速し︑言うこと成すこと全部イヤ︑とい

物﹂
という錯覚を引き起こす︒過剰な意

❸

の資質を向上しようとする態度を実現している。

の集 中 状 態であ り︑
スポーツ界で 言
う﹁ゾーン﹂
︒心理学的にはフロー︑
仏 教では無 我 夢 中・忘 我・三昧 と

STEP.
識によって脳がダマされるわけだ︒

てみよう︒
いつもの反 応で感じ取ったり︑

では︑逆の方 向で脳 をダマして
みよう︒苦手な人の良いところを探し

言動することをやめてみよう︒
いっそのこ

と好きになってみよう︒たとえば演技と

前で好意的な態度を演じてみよう︒
いつ

して︑あるいは振り付けとして︑その人の

吸︒あるいは瞑 想なども 脳のリセットに

もの拒否反応が出そうになったら︑深呼

30

瞑想を作業効率向上のために積極導入

15

は良いだろう
︵ちなみにGoog leでは

しているそうで︑筆者も毎朝 分〜 分

日々やってくる物事には︑そもそも
﹁良

は実践している︶
︒

乗って運ばれてくる物事に
﹁好き嫌いのラ

い﹂も
﹁ 悪い﹂もないのだ︒
ベルトコンベアに

であれば︑ほとんどすべてにポジティブな

ベルを貼 り 分 けているのはあなた自 身︒

ラベルを貼っていきたい
︵そうじゃないもの

脳をダマす、
レッテルを消す

とを仕上げながら︑他のことの準備に取

んどん広がる︒例えば︑ダンスをやりなが

ことができれば︑みなさんの可能性はど

ら映像編集を学ぶ︑大学へ通いながらイ

ンターンで社会経験を積む︑会社員をや

りながら副業を充実させる︑などなど︒

その㆒足だけなら︑
̶̶
たくさんの人がいる︒そこに加えて︑他の

ダンスができる

草鞋が二足︑
三足︑
四足と増えていくこと

が︑他にはない個性になり︑専売特許に

未来を切り開くのだ︒

なり︑将来の仕事につながり︑みなさんの

私事で恐縮だが︑
私はダンスを経験して

武道の経験がある︒哲学や宗教︑身体関

いない︒しかし︑音楽やスポーツ︑格闘技︑

はスルーで︶
︒そういう日々の大 小の選 択

引き寄せるのだ︒

❺

が皆さんの人生を豊かにし︑幸せな縁を

STEP.

係の読書が趣味で︑映画やアートにも親

験し︑
文章を書き︑
営業仕事もこなしてい

07

しんでいる︒仕事としては︑音楽雑誌を経

あった︒その上で︑アートやスポーツその他

NEGATIVE？

る︒雑食だが︑すべてそれなりの達成感が

POSITIVE？

は
「部活に参加するために勉強！」
というだけのモチベーションにすぎなかった者も、

ます。ペナルティは１週間テスト勉強習慣を前倒しにして、部活の時間

作業は学業と全てのことに通じると思います。

集中力こそ人生を拓く
の視点でダンスを見て︑ダンスのメディアを

運営し︑評論家のような仕事も引き受け

から見ている︒そんな風に私の経歴をつな

ている︒ダンスをダンサーではないない視点

仕事につながっている︑
というわけだ︒

ぎ合わせて生まれた個性が︑現在の私の

❹

当然、万が一にも科目で欠点を取るような者が出た場合は、その後の活動を認めな
い
（全員が死にものぐるいで勉強しているため、そもそも欠点者が出ない）
。はじめ

不良者のペナルティなどのルールはその代ごとに自分たちで決めてい

❸ 創作力はわかりませんが、ポイントを理解し課題を発見し、課題をこなしていく
❹ 表現力は社会に出てからコミュニケーション能力として必要だと思います。

STEP.

いういわゆる学力の３要素になぞらえ、場合分けして捉え、その向上を図っている。

❶ 授業を中心とする学校の生活が第一という指導をしています。成績

❷ 時間の使い方が上手い。レッスンの受け方、授業の受け方が上手い。

であるダンスを通じて活かされていると思います。

スキルを
「知識・技能」
、
「思考力・判断力・表現力」
、
「ダンスに向かう力・主体性等」
と

熊谷哲成

納得できる点数を取れと指導しています。ペナルティは決められたものは特にない

います。また、集中力を高めることにも繋がると思います。

❶ まず、本校ダンス部は部訓の一つに
「文舞不岐」
を掲げている。その上で、ダンス

学業とシンクロする表現のベース作り

❶ 赤点は取らないように言っています。何点以上取れとは言わず、自分と家族が

ジュール調整ができるだけでなく、修正力を発揮してくれて

梶田翔司

仙台城南高等学校
（宮城）

ダンスと勉強
特集

ストリート系ダンス部が認められるまで

まうものだ︒登る前から︑﹁あんなゴール

高い山の頂上を見上げたら怯んでし

とは︑﹁学校のルールを守り︑学業に励む﹂
こ

動かないかもしれない︒そういう時は︑
何

にはとてもいけない⁝﹂となかなか足が

ました︒
そこで当時の生徒たちと約束したこ

▼▼ダンス部黎明期からストリートダンスに取り組んできた北九州市立高校
︵元・
戸畑商業高校︶
の道のりは︑
今とは違うストリートダンスへの世間的なイメージとの
戦いでもあった︒
北九州市立高等学校

ダンス部顧問 緒方浩
学校内活動であるということを理解し︑
学校

ト確認は必要だけど︑勉強ならば準備

まうのもアリだ︒登山ならば装備やルー

も考えずにまず㆒歩目を踏み出してし

と︒単にダンスの練 習をするだけではなく︑
生活全般をがんばることを大前提とし
たのです︒最 初のオリエンテーションで︑﹁こ

ストリートダンスは不 良がするもの ̶̶
ひと昔前はそのような偏見が普通にありま
した ︒踊 り 始めてからすでに
という趣旨説明をしたのを覚えています︒賛

れが理解できなければ入部しないように！﹂

年以 上 が経

過しましたが︑当時の状況を思い出してみて
否両論分かれるところかもしれませんが︑逆

まおう︒ちゃんと準備してなくても︑あ

も︑
ある意味それは正しかったかもしれませ
ん︒当 時のストリートダンサーは︑
ろくに学
トリートダンスは到底認めてもらえませんで

にこれをやらなかったら︑当時の学校内でス

のモードに切 り 替わって︑あとは蛇 行し
歩目が二歩目を呼び︑三歩目︑四歩目の

る︒先程の通り︑思い切って踏み出した一

勉強や作業にも同じようなことが起こ

ダンスに肝 要 なグルーヴ＝ノリだが︑

ようが戻り道があろうが︑ゴールへ向かっ

目を踏んでしまえば︑﹁やるぞ﹂という頭

進まないなら︑まずは㆒行目を書いてし

校も行かず︑駅前や公園で深夜まで練習し︑

る程 度 無 責 任でも 良いから︑まず㆒歩

がなくても安 全だ︒課 題 文がなかなか

クラブイベントに出演しては朝帰りするよう
した︒
その後し ばらくすると ︑それらの効 果も

な生活をしていた者が多かったと思います︒
良と見分けがつかなかったのでしょう︒
その

一般の目から見ると︑町でたむろしている不

て進んでいく意思の力が生まれる︒
歩み方に夢中になっているうちに︑オート
マチックに自 分が動いている瞬 間が訪れ
る︒ノリを掴んで︑リズムが作られて︑ス

だ︒これが先程の︑ゾーン／フロー／無我

ピーディに︑効率的に作業が進んでいるの

に近づいている状 態︒言い換 えるならば

まだ見えない未来のゴールを心配しても

﹁いま︑
ココ﹂
に集中している わけだ︒

を振り返っているヒマはない︒﹁いま︑ココ﹂

しょうがない︑変えられない過去の失敗

を意識することこそが︑高い集中力を生

限に楽しむコツなのだ︒ふと振り返ってみ

み出 す 最 大の秘 訣であ り︑日々を 最 大

れば︑自分が登ってきた道のりに達成感

や自信も感じられるはずだ︒また︑１つ

高さにも驚くだろう︒グルーヴを掴む楽

の穴から吹き出した自分の潜在能力の

しみをしれば︑もう勉強も苦手なことで

しているはずだ︒

はない︒今までになかった面 白さを体感

そのような指導をしている本校ダンス部の
年生の 月︶
してから

学業の様子を見ますと︑常に成績トップク
爆発的に成績の伸びる部員︑
進路も国公立︑

ラスの部員︑引退︵

私学難関大学に進む部員︑
成績優秀でも偏
差値や世の中の評判ではなく将来を見据え
んばっていると思います︒
もちろん学業成績

て自分なりの方向に進む部員など︑
よくが

す︒

業がおろそかという部員はいないと思いま
あり︑
創造的であり︑
部員同士協力しなけれ

ダンス 部 の 活 動 で 培 った 力 は 将
来 必 ず 役 立 つ と 思いま す︒こ のこ と に

が低い部員もいますが︑部活動が原因で学

ばならず︑
また表現力も磨かれ︑
教育活動と

演技するだけでなく必ず作品作りがあり

して素晴らしいと思います︒
机上の勉強では

遥 野 が 述べていますが︵

つい て は 前 に 取 材 し て い た だ い た 白 井

ただし︑
その活動を生徒主体で行なわせな

まとめると
﹁今をより良く生きる力﹂
だと思

︶︑彼女は
﹁表現力﹂
interview/33081/2/
﹁創造力﹂﹁協調力﹂
の 点をあげています︒

www.d-s-k.jp/

学べないものも多く︑
また他の部活動と比べ

いとその学びが半減してしまいます︒
本校ダ

ます︒

ても教育的な側面を多く持っていると感じ

ますしその過程で学ぶものは多く︑
主体的で

ど素晴らしい学びはないと思います︒

で学ぶというのであれば︑
ダンス部の活動ほ

をあげています︒
この 点を大事にして学校

学び﹂﹁対話的な学び﹂﹁深い学び﹂
この 点

文科省ではどのように学ぶかで
﹁主体的な

ダンス部顧問 桜井里枝子

千葉県立幕張総合高等学校

▼▼これからの未来を生きるための教育改革が叫ばれている昨今だが︑
そのヒン
トはダンス部の活動にあるのかもしれない︒

ダンス部で学べる﹁今をより良く生きる力﹂

ということに大きな原因があるのだ︒

な情報が︑睡眠への集中 力を削いでいる

に︑寝る直前まで脳に浴びせられた雑多

はブルーライトの人体的影響という以上

でスマホを見ていないだろうか？ これ

疲れが取れないという人は︑寝る直前ま

授業に集中できない︒ちなみに︑寝ても

ちこっちに散 漫になった頭ではなかなか

逆に前者は雑多な情報が入り乱れ︑あっ

の授 業にスムーズに集 中できるだろう︒

いが出る︒後者ならば︑その後も学校で

車内〜学校へ着くまでの頭のモードに違

を見るか︑単語帳を見るかで︑その後の

待つちょっとの時間にスマホでSNSなど

り替えができるのだ︒たとえば︑電車を

に使うという意味以外に︑頭のモード切

集中のノリ＝グルーヴを作る

あってか学校内の各科の成績トップは︑
す
べて
〝 ダンス同 好 会 〟
の生 徒が占めるよ
の生徒たち
うになりました︒〝ダンス同好会〟

頭のモードを 変 えるためには︑スキマ
時 間の使い方 も 重 要だ︒両 立のう ま
い人はスキマ時間の使い方がうま
い︒スキマ時間を使えば︑時間を効率的

❼

ようなことからか︑ス
｢トリ ートダンス＝
不良 の｣イメージが︑今からは考えられない

どれくらい貢献できたかはわかりませんが︑

STEP.

頃から︑少しずつ周囲の偏見が少なくなって

ストリートダンスを 取り 巻くイメージは当

とりあえず取り掛かってみる

が校内で模範的な生徒として目立ち始めた

に 年後︑〝ダンス部〟
としての活動もスター

いったように感じます︒同好会設立からさら

また︑縁あって全国各地でWSなどもさせて

立 は 認 めてもら え

❻

年前︑私が高校に赴任して間もない頃︑

希 望した生 徒たちにストリートダンスを教

早くからウェブページを立ち上げていたこ

トすることができました︒

に関する多くの質問をいただいてきました︒

質問を何度も受けました︒
それらへの回答と

ましたが︑周囲から
時に比べて劇的に良くなったと思います︒
も

それらの活動が︑
ストリートダンスシーンに

です︒

応 援してもら える
どもの習い事として定着することも︑
教科書

し

STEP.

くらい強かったのです︒

え出しました︒
私自身も生徒たちも何ら悪い
上述のストリートダンスのイメージの悪さも

ことをしているつもりはなかったのですが︑

するのは不謹慎 と｣の声があがりました︒た｢
かがダンスのどこが悪い と｣反発する気持
ちも沸きましたが︑
校内での活動を正式な部
もらいましたが︑多くの方々から同じような

ともあり︑
今まで全国各地のダンス部を作り

活動として認めてもらおうと思い出した頃か
して一貫して伝えてきたことは︑﹁学校から応

たい先生方や生徒の皆さんから部活動設立

ら︑ど
｢うしたら周囲から認めてもらえる
か？ ということを真剣に考え始めました︒
援される活動でないといけない﹂
というもの

あり︑
他の教師から 校｢内でストリートダンス

年か

構 想から
かり︑よ うやく〝 ダ

よ うな 活 動にしな

ン ス 同 好 会 〟の 設

け れ ば ︑継 続 し た
して採 用されることもなかったかもしれま

に載ることも︑
ましてやオリンピック競技と

年前のイメージのままであれば︑子

正 規の部 活 動には

〜

な ら ないと 思い↘

せん︒完全な
﹁アンダーグランド文化﹂
であっ
積み重ねにより︑
ここまで認められる時代に

たストリートダンスが︑多くの方々の努力の
なったことをぜひ知って欲しいと思います︒
そ
して今後も皆さんの力で︑
ストリートダン
スのさらなる地位向上 を目指していきま
しょう︒
それは必ず巡り巡ってストリートダ
当たる場所へと導いてくれるはずです︒

ンスをやってきた経験を︑今よりもっと日の

﹁全員勉強﹂を練習メニューに

います︒
考査前︑
考査中だけでなく︑
長期休暇

これらが練習の中にも活かされると考えて

積極性︶
︒

●成績が上がること︵モチベーションアップ︑

る︶
︒

●限られた時間の中での学習
︵集中力に繋が

に解決する︶
︒

方に直接聞けること
︵その日のことはその日

●学内で勉強することで︑
疑問点などを先生

る︶
︒

ことができること
︵気持ちの切り替えができ

▼▼体育会系の部活としてメディアで紹介される京都明徳だが︑
部活においても勉
強においてもしっかりとした規律とメリハリを持っている︒
京都明徳高等学校

ダンス部顧問 岩倉真紀
本校ダンス部では︑ つの方針に基づき指
導をしています︒
①目的意識 ②社会に通
用する人財育成 ③帰属意識︒
高校生が部活動をする上で︑
必要不可欠な
ことは︑
学業との両立です︒
保護者の方はこの
点について心配されます︒
そして︑
最終的な進
どう取り組んでいるのか︒
この部分について︑

中の宿題も同様に時間を確保しています︒
宿

路にも繋がる学習面︒
これを部活動として︑
保護者の方にも部員にも明確に示すことが

題に関しては提出期限を守ることや計画を
立てて取り組む︒
これから社会に出ても必要

部活動を運営する上で重要なことだと考え
●

7

30

なことだと考えています︒

での合言葉が
﹁何事も全員で全力で﹂
です︒
練

3

2

20

ています︒
このことから﹁
︑文舞両道﹂
という
もう一つ部内
言葉で部内では徹底しています︒
習はもちろん︑
遊ぶ時も考え悩む時も学習も
全員で取り組む︒
その指導の一貫として︑
考査
前と考査中に
﹁全員勉強﹂
を練習メニューに
組み込んでいます︒
時間は 時間から 時間
半︑学習時間を確保しています︒部員と保護
者の方に配布する練習スケジュールにも記載
しています︒
そのメリットはいくかあると考え
ています︒
●まず︑練 習メニューとしているので︑部 員
は当たり前のように各自で学習に取り組む

演すべても︑
生徒にやり遂げさせている意味

動をしていないとそれは望めないということ

います︒
ただし先に述べたように主体的な活

卒業後 年くらい経って高校で部活動を

です︒

ンス部が他に委ねることない作品作りも公

次です︒

はそこにあります︒
コンテストの成績は二の
教育現場も変わりつつありますが︑
まだま
進学率が高いことだけをよしとする学校関

だ暗記重視のテストの得点や難関大学への
係者︑
保護者も少なくないです︒
その意味で
学業をとらえるなら
﹁学業と部活動を両立

と部活動を両立するためにルールを決めた

しろ﹂
とは言いたくないです﹁
︒学業と部活
動は両立できるよ﹂とは言いますが︑学業

私は単に
﹁通知表の成績がいい﹂
とか
﹁い

りペナルティを課したりはしたくないです︒

ん︒本当の意味で
﹁自分で問題解決をして﹂

い大学に進学した﹂
とかに意味を感じませ

ができて﹂﹁面白がって深く物事を追及でき

﹁ 他 を 理 解しながらもき ちんと 自 己 表 現
る﹂ ̶̶
そんなことを生活の中で実践でき
る生徒を育てたいと思って指導しています︒

も思っています︒

して良かったと思える指導をしたいといつ

▲千葉県のダンス名門校である「幕総」。大きなノリの
ヒップホップは生徒の自主性から生まれる。
『ダンスク！』
で一番最初に取材した学校でもある。写真は、本誌の紹
介でアーティスト「Jewel」とMV共演した時のもの。

▲創部当時のスナップ写真。当時は、ダン
ススタジアムはじめストリート系の大会が
なかったため、チア系や創作ダンス系の大
会に出場していたという。緒方先生は「全
国高等学校チームダンス選手権」や「全日
本高等学校ダンス連盟」を主宰する。ダン
ス部界に果たした功績は大きい。
▲「鬼顧問」としてメディアに登場したこともあ
る岩倉先生だが、愛のある厳しさに生徒たちは
ガムシャラについていくのだ（過去のレポート
記事：www.d-s-k.jp/highschool/35261）
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ダンスと勉強
特集

両立の力で決めた日本一

会に開催の兆しが見えた時
﹁いい作品を作っ

なことは︑
メリハリを 持つことだと 思いま
ず︑ 〜 時くらいまでにできるだけ早く寝

しまいがちなので︑
私は部活あるないに拘ら

あったりと誘惑が多く︑時間を無駄にして

それでもなかなか集中できないという
１つ目は
﹁アメとムチ﹂︒苦 手なことを

人にいくつかテクニックを教えよう︒
こなした対価として小さなご褒美

作っていくことだ︒例 えば︑最 初は

分

を 作 り︑スケジュールと気 分のリズムを

勉強したら 分休み︑次は 分やって

に︑しっかりと義務をこなすという心理

より︑
好きなことをする権利を得るため

換は能率を上げるポイントでもある︒何

にう ちは短いだろうし︑適 度な気 分 転

れていなければ︑集中できる時間は最初

ホでも好きなことをやればいい︒訓練さ

分 休みなど︒休み時 間はダンスでもスマ

45

▼▼中高大一貫の名門校である同志社は︑
受験がない代わりに内部進学のための通常の学業が疎かにできない︒
その中で日本一を達成続ける秘訣とは？

て絶対出場したい！﹂
という目標が生まれ︑

思いましたが︑
もう無いかもと思っていた大

そのためどんなに疲れていても授業中は

はかどる ことに気がつきました︒なぜかと

必ず寝ないようにしていました︒
家に帰って
やる気と集中力が自然と沸いたからだと思

るだけその日のうちに理解し終えるように

も復習時間が十分に取れないことがわかっ

しました︒

ていたので︑
授業中に覚えてしまうくらいの

います︒
そこで目標がある方が︑
時間がな
い中でも成果を上げられることがわかり

気持ちで先生のお話を聞いていました︒
１限
ました︒私はそれから勉強においても︑小さ
な目標を立ててその都度達成していくよう

目が水泳の日などは本当に睡魔に襲われま
したが︑﹁絶対に寝ないぞ﹂
と最初から心の中
に心掛けました︒
やってきたことはシンプルなことばかりで

で思っておくと︑
意外とシャキッとして先生
のお話を聞くことができるのです︒
思った以上に無理なく継続できて︑結果的

すが︑
自分の中のルールとして決めることで

ようにしました︒先生が板書されたことを
も自分なりのやり方を見つけて続けていき

に両立できたのではないかと思います︒
今後

次に自分なりのわかりやすいノートを作る
写すだけではなく︑
口頭でしか仰らないこと

す︒前提として広尾学園ダンス部は大会や
ることを心がけていました︒
そして︑
朝3〜
5時ごろに起きて︑学校の宿題や勉強

たいと思います︒

も青ペンでノートに書き込むようにしていま
した︒
また後々テスト勉強をする際に︑
一目
見て授業の内容が思い出せるように三色ほ

イベント︑
行事前を除き︑
練習は週3回まで

を中心に終わっていないものを終わらせてい

かといったことを中学時代から考え始めて

10

同志社香里高等学校

ダンス部元部長 梶浦麻椰
同志社香里ダンス部は︑
イチから自分達
間と一緒に考えていく時間が必要です︒
時間

で作品の創作や後輩への指導をするため︑
仲
がない中︑
テストで悪い点数を取って補講に
なり︑同期や他学年に迷惑をかけてしまう

かかってしまうと部の活動に遅れることに
ので︑
それだけは絶対にしたくありません︒
ですが︑帰宅後も部長として同期と練習メ
どやることが多く︑じっくりと復習をする

ニューを考えたり︑全学年に連絡を回すな
時間がなかなかとれませんでした︒
そんな中
どうすれば勉強と部活を両立できるかと考
え︑
自分なりのルールを決め︑
それを実
践することにしました︒
どで色分けしたわかりやすいノートにする
また︑私の場合は通学に時間がかかるの

ように工夫していました︒
で︑
朝︑
電車に乗っている間に英単語を覚え
ようと 決めて時 間を 有 効 活 用していまし
昨年コロナで休校になった時︑
時間がある

た︒
ので勉強がはかどるのかと思いましたが︑
実
際は部活が再開してからの方が勉強が

頃です︒
週3回の放課後練習の他に︑
朝昼の

と決められており︑引退は高校2年の 月

ました︒宿題は︑
お昼の時間や︑学校の 分
休みなどのスキマ時間を使ってできるだけ
こういった日々の習慣以外で私が受験に

いました︒
夏の部活のオンシーズンはオープ

❽「アメとムチ」を作る
状態が自分をいくらかラクにさせるだろ

う︒
次に
﹁短期集中型﹂
にすること︒人が

深い集中時間を続けられるのは約 分︒
子供が集中力を保てるのは 分だから︑
分︒大人ならば

分は保てるというが︑その中に 分ご

小学校の授業時間も

すいという︒﹁自分は集中力がなくて⁝﹂

との変 化をつけると集 中 力が持 続しや

90

まず︑
当たり前に思われるかも知れません
が︑能動的に授業に取り組むようにしまし
た︒
授業を受けてわからないところを後で考
えようとするのではなく︑
授業時間内にそ
の授業内容を理解する ように心掛けまし
た︒
わからないところは︑授業が終わるとす
ぐ先生に質問するようにしました︒疑問点
をそのままにしておくと何がわからなかった
のかを思い出すにも時間がかかるので︑
でき

進学校のダンス強豪校

した︒

時くらいまで残り︑
やることをだいたい
終わらせてから帰宅する ようにしていま

▼▼東京都内の私学進学校として知られる広尾学園は︑
週３の部活動にも関わ
らず︑
コンスタントに素晴らしい作品作りを続ける︒部を引っ張りながら︑
希望の
進学を決めた元部長に聞く︒
広尾学園高等学校

ダンス部元部長 高山明音

練習やミーティングがありましたが︑
比較的

そして︑
夜は集中力が切れたり︑
テレビが

学業にも集中しやすい環境下にあったと思
終わらせるよう心がけていました︒

私は︑
部活と学業の両立のために1番大切

います︒
部活としては少ない練習時間の
中でいかに効率的に活動し︑
結果を残し
ていくかが課題でした︒
まず︑
文武両道するために部活
︵組織が部

場合︑
個人間を除く︑
SNSグループ等での

を心がけていました︒広 尾 学 園ダンス部の

ンキャンパスなどに行きづらくなるため︑
効

たいか︑
自分にどの受験方式が合っているの

それによっ
連絡は 時までと決めています︒

率的・計画的に受験対策をしていく必要が

向けて心がけていたことは︑
早い段階から
大学調べをする ことです︒どの大学に行き

て︑
プライベートの時間を各自が作れること

あったからです︒
また︑
英語はとにかく早
め早めに習得する ことを意識していまし

員のため︶
にできることについてです︒部活

ができていました︒
9th
︵私の同輩の間︶
で

は︑
メリハリを持って活動できる環境作り

は︑
人数が多いことを活かし︑
全員が担当役

た︒
入試形態に限らず︑
英語外部試験が入試
で使えるようになり︑
資格の勉強等は︑
忙し

職を持つことによって︑
徹底的に分担を行な

できるよう︑計画的に早めに取得しようと

い時期に出願準備や最後の追い込みに集中

い︑
一人一人の負担を軽減していました︒
次に︑
個人ができること︑
私が両立するた

心がけていました︒

めに行なっていたことについてです︒
私は 部
活がある日は︑基本的に練習後は部活のこ

ハリを持ち︑
とにかく効率的︑
計画的に動く

以上のように︑
部活と学業の両立は︑
メリ

コーチ・メンバーとの連絡のやりとり︑
ミー

を作ること︑
部活が組織としてそれをサポー

ことだと思います︒
そして︑
自分で自分の時間

としかしていませんでした︒自主練︑顧問・
ティングの準備や練習メニュー／スケジュー

トすることが鍵になってくると思います︒

15

30
15

15

という人も安心してほしい︒普通は 分

なのだから︒要はその 分単位で変化や

15

けば良いのだ︒ダンスの練習も時間だけ

メリハリをつけて集中力を持続させてい

ではない︒みなさんもコロナ禍での練 習

では
﹁どれだけ密度を濃 くできる
か﹂を模索したと思う︒時間がないから

集 中 力を利 用したい︒また集 中 するた

こそ︑締め切りがあるからこそ生まれる

めには︑環境を整えることも重要だ︒机

だけあるだろうか？ それらが視界に

のまわりに︑勉強に関係ないものはどれ

入るだけで︑頭には雑念が沸き︑集中力
が削がれてしま う︒自 分の部 屋の環 境

を利用して︑自分の環境を勉強や作業

が難しいのであれば︑図書館やカフェなど

に追い込んでいきたい︒

最後にオススメなのが
﹁朝活﹂︒朝に勉
強時間をもってくるのだ︒早 朝は︑記憶
や感情が整理されたスッキリした状態な
ので︑勉強や作業にぴったり︒朝日を浴び
ることも 良い健 康 状 態・精 神 状 態 を作

早いうちの行動が良いに決まっている︒そ

り︑時間的にも余裕が生まれ︑
朝から
高まった集中力と能動的なリズム
が1日の作業効率を上げていく︒
﹁ 早 起 きは三文の徳 ﹂というが︑何でも

歳で︑1日が

年だと

れが人生を変えるかも知れない︑１つの
人の寿 命が

たとえ話を教えよう︒
たとえる︒そう すると︑1時間は3年︒
午前3時は9歳で︑午後 時は 歳だ︒

歳だ︒

時になっても

歳だ︒日 差しが㆒
歳だから︑

歳の働 き 盛り︑夜
そろそろ家に帰ってゆっくりしたい︒早く

が始 まる午 後7時はも う

番 強い午 後2時は

ミたちと同じ 〜

自分の人生を探し始めている︒そう︑キ

ある人は午 前5〜6時には家 を 出て︑

家を出ない︒この時 点ですでに

だとする︒ある人は正午

人生に目覚め︑精神的に独立する時間

そこでは︑何時に家を出るかが︑キミが

72
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22

ルを 考えたりです︒部 活がない日は ︑放 課
後にメンバー と ミー ティングを 行ったり︑
SNS上で話を進めたり︑顧問の先生に相

で明かします!

72

15

２４時間を７２歳とする人生の考え方
実兄のオリラジ中田敦彦さんと並び頭脳派と知られるプロダンサーFISHBOY。彼の勉
強とダンスの両立方法とは？ ダンスの作品作りをカレー作りにたとえて、
わかりやすく
解説してくれています。
ダンスと勉強の頭の良さはシンクロする!?

◀「梶浦さんが実際に使って
いたノート。色分けされてお
り、あとで見返してもわかり
やすい。このような「構成力」
も作品や部の指揮に生かさ
れ、日本一を決めるチカラと
なったのだろう。

21

家に帰るためには
︵仕事を終えて人生を
うちに若い力で汗水かいて働き︑早めに

楽しむには︶
︑早めに出かけて︑陽がある

このように㆒日で考えても︑㆒生で考

仕事を終えていたい︒
えても︑早く目覚めることは得なのだ︒
そう︑今こうしている間にも︑すでにやっ
心が変われば行動が変わる／行動が変

ている人はやっているのです！

人格が変わる／人格が変われば運命が

われば習慣が変わる／習慣が変われば
変わる
︵by ウィリアム・ジェイムズ︶
さぁ︑今日から心を入れ替えて﹁集中
力と﹁両立力﹂を向上させていきましょ
う！

10
11

談にいったりしていました︒
それ以外の時間
は︑勉強または︑所属していたインターンや
ボランティア等での活動やタスクに取り組ん
でいました︒学校や近くの図書館等で 〜

▲書 籍『ダンス部ノー
ト』でも取材を受けた高
山さん。総合 選 抜 型 入
試で国際基督教大学へ
の進学が決まっている。

日の入り

朝型生活が人生を変える

❿
STEP.

ダンスで頭が良くなる!?

その秘訣をFISHBOYが

10

12

19
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強い意志と自主性で優勝を勝ち取る！

▲

大阪市立汎愛高等学校
誘導、検温、
マスク、換

気などなど学生たちによ

大阪府立登美丘高等学校
優勝：大阪市立汎愛高等学校
準優勝：大阪府立久米田高等学校

準優勝：羽衣学園高等学校
３位：大阪府立柴島高等学校

３位：上宮高等学校

圧巻の個性と表現力。
これぞ登美丘ワールド！
優勝：大阪府立登美丘高等学校

この大会の
レポート動画公開中！

スモールクラス

２度目の緊急事態宣言が大阪府で解除されたのが︑２
月末のこと︒その１週間後に行なわれたのが︑﹁岸和田ライ
オンズクラブデー 高校生ダンスコンテスト﹂
だ︒岸和田周
辺の高校と地元ライオンズクラブが協力し︑今年で 回

・着替え場所での人数制限

・受付時にスタッフ立会のもとで全員検温

・問診票による体調把握

・屋外にて受付〜アップ

・集合と解散のルート分離

る限りの対策を施していた︒その対策を以下に列記しよう︒

出場したダンススタジアムのコロナ対策を参考に︑出来う

対策だ︒運営の中心となった久米田高校が︑自らが昨夏に

開催にあたって最も重要視していたのが︑コロナの感染

を迎えることができた︒

年は緊急事態宣言下でも着実に準備を進め︑無事に開催

目を迎えるこの大会︒昨年はコロナで中止となったが︑今

13

・スモール チーム︑ビッグ6チームを一つのブロックとし

仕方ない︒知恵と行動と覚悟をもって前へ進もう ！

勇気づけるのではないだろうか︒いつまで止まっていても

のみならず︑オリンピックへと向かおうとする日本中を

何だってできる︒その事実は︑ダンス部のイベント関係者

のだ︒コロナ対策も︑学生たちのチカラでできる︒やれば

ともかく︑この状況下でもダンス部大会は開催できる

良いのではないかと個人的には思う︒

解釈して演じていくかに高校ダンスの評価点があっても

値があるわけではない︒その学校の
﹁クラシック﹂
をどう

くか│ │︒ダンスは必 ずしも新しさや創 作 性だけに価

か︑学校の伝統としていかに１つの作品を進化させてい

るように思う︒先輩たちの想いをいかに受け継いでいく

タイルで︑ダンスの教育的効果としては独自のものがあ

﹁踊り継ぐ﹂形は︑高校ダンス部だからこそ許されるス

によって新作制作の時間がなかったからだろうが︑この

﹁ 踊り 継ぐ﹂形での出 場が多かったように思う︒コロナ

もしかり︑新ネタの披露というよりも先輩たちの作品を

から受け継いでの貫禄の優勝だったが︑準優勝の久米田

ンオールスターズ
﹁エロティカ・セブン﹂
ネタを先輩たち

に日 本 中を席 巻したのはご存 知の通り︒この日はサザ

この大会でバブリーダンスのネタが初披露され︑その後

ビッグクラスの優勝は登美丘高校︒思えば︑５年前に

ンスだった︒

の強豪校はさすがの地力と伝統を感じさせるパフォーマ

の︒入賞した上宮︑東百舌鳥︑柴島︑羽衣学園︑三島など

その頑張りとフレッシュさは今後に充分期待ができるも

の少なさからダンスのレベルが高いわけではなかったが︑

全体には１年生の出場割合が多く︑コロナ禍の練習量

れも熱量と独自性を感じさせるパフォーマンスだった︒

も自主制作にこだわるダンス部が結果を出していたが︑ど

特別賞の強豪・堺西も今年からコーチなしの体制︒他に

チをつけない完全自主性にこだわっている︒ビッグクラス

にした作品作りという伝統を持っているが︑一貫してコー

スモールクラスの優勝は市立汎愛高校︒動物をテーマ

広げてくれた︒

ちを爆発させるような熱いパフォーマンスを次々に繰り

従って厳かな面持ちだったが︑いざステージ上では自分た

の良い気質の学生が多いため︑ステージ以外ではルールに

ようだ︒特に︑この日出場した岸和田周辺の学校は︑ノリ

る︒オンライン大会にはない刺激と興奮を噛み締めている

﹁本番があること﹂
が楽しい！と高校生たちは口々に語

たが︑
それ以上に
﹁舞台で踊れること﹂﹁人前で踊れること﹂

ムは初舞台が多かったようで︑それなりの緊張感もあっ

ほとんどの学校にとって久々の大会出場で︑
１年生チー

まさに
﹁高校生による高校生のための大会﹂
と言える︒

以外にも︑審査や司会進行も出場の高校生が受け持ち︑

ではの素晴らしい雰囲気を作り上げていたと思う︒運営

ていて︑無観客で歓声を出せない代わりに︑この大会なら

校生が高校生に従う︒お互いの間には敬意と共感が流れ

の役割をこなし︑出演者の学生をしっかりと誘導する︒高

ち主体で行なわれていたことだ︒各担当の学生がそれぞれ

て練られたもので︑その人員やレギュレーションも学生た

いた︒特筆すべきは︑これらの対策が︑学生が中心になっ

ならないこと︑人と人との接触を減らすことを徹底して

事前には出演者の健康チェック︑現場ではとにかく密に

・ドア係によるホールの換気

・ブロック入れ替えのたびに舞台上と使用場所の消毒

・結果発表・閉会式に残るのは顧問と代表2名のみ

外すのは舞台上のみ︶

・下手袖にてマスク廃棄︑上手にて新マスク着用
︵マスクを

て時間差で受け付け︑出演後には速やかな退出︒
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今年こそ悲願の日本一なるか!?

羽衣学園高等学校

ビッグクラス

で

ウェブサイトに
出場全チームの
写真とレポート掲載！

大阪府立久米田高等学校
完全自主で日本一の実績のある羽衣学園

高校生ダンスコンテスト

ダンスの力でコロナに打ち勝て！
緊急事態宣言明けの「学生自主」大会

岸和田ライオンズクラブデー

2021年3月7日
（日）
＠大阪・岸和田立浪切ホール
撮影：向井久仁
文：石原ヒサヨシ
（ダンスク！）

る運営と細やかなコロナ

ことは多い。

対策。この経験から学ぶ

通信
コロナで部活動が休止になっている日々もポカリスエットはダンス部を応援しています！
動画、SNS、イベントなどでダンス部とダンサーをサポート！

YouTube

大好評の『ダンスク！TV』では、
ポカリスエットがサポートする
ダンス部お役立ちMOVIEがたくさん！

Instagramではポカリ大好きな
人気ダンサーがステキな写真をPOST！

ka nu

n oa

ri o

ka n a

はコチラから ▶▶▶
ダンス部員、コーチ、大学生ダンサー、
プロダンサーとの楽しいトーク！

Kotori●PROFILE
富山県出身、キッズの頃からバトルで活躍し、上京
してからは初のプロダンスリーグ
「D LEAGUE」
の CyberAgent Legit のメンバーとして活躍する。
キュートなルックスとダイナミックなヒップホップ
ダンスで多くのファンを魅了する！

EVENT

!
!
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久々開催のダンス部
大会をポカリスエットが
サポート！

岸和田市ライオンズクラブデー

第13回高校生ダンスコンテスト

出場者700名以
上
に
ポカリスエットをプレ
ゼント！

冬でもダンサ
ーに愛される
ポカリスエット
！

モデル：Kotori
（@kotoriii）
撮影：今井 卓

プロダンサー●コトリ

トーク番組

SNS

踊る人気YouTuber「KANANOA」
とのコラボでは難解ダンスに挑戦！

KANANOAコラボ

強豪校の練習

都立三田、仙台城南、三重高校の練習
の秘密を動画でレポート！
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BABY-G 2021 SS COLLECTION

IRL

目G
グの注

リー

ンス
プロダ

！
と未来
夢
る
え
が見据

熱視線

Kotoriがつけている
BABY-Gはコチラ！

丸みのあるシルエットが特徴の新シリーズ。
耐衝撃構造や10気圧防水搭載で実用性も
装備し、BABY-G ブランドの根幹であるス
ポーティさとカラフルさを表現しています！

>>インタビューが
BABY-Gのサイト
「Girl s PARTY!」
に掲載中！

m iy u

https://baby-g.jp/girlsparty/

Ri ng oWin be e

問い合わせ先 カシオ計算機お客様相談室

https://pocarisweat.jp/

BGA-280-7AJF

BGA-280-1AJF

BGA-280-4AJF

¥14,300
（税込）

¥14,300
（税込）

¥14,300
（税込）

☎03-5334-4869／ baby-g.jp

babyg̲jp

