編 集 部 より

『ダンスク！』2021年8月号
（36号）2020年8月1日刊行

1980年代アメリカの黒人カルチャーであり、日本のユースカルチャー
「ストリートダンス」が2010年代から急激に活躍の幅を広げています。
私は、ダンス雑誌の編集長としてその変遷をまざまざと見てきました。
クラブから駅前やスタジオへ。キッズダンスやダンス部、大学サークル。
エンタメ、芸術の分野だけでなく、知育、教育、福祉の現場まで広がり
最近は初のプロダンスリーグも登場し、五輪ではブレイキンが競技化。
スマホを開けば SNS や動画で多様なダンスが表現されています。
老若男女がダンスをやって楽しみ、見て楽しむ時代になりました。
2020年代、ダンスはどんな未来を切り開くのでしょうか？
2021年8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

ダンスク YouTube 検索

▶ https://d-s-k.jp
★サイト独自のダンス部情報

★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

★ダンス部員のREALトーク！

@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

★人気YouTuberとのコラボ企画

★本誌見逃し記事を再掲載

● 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

★編集長のココだけマル秘 MEMO
※インスタは

@danstreet̲snap

ダンス部を…書きたい！

●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
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

撮りたい！取材したい！
●情報掲載・広告掲載のご案内
本誌フリーマガジンの
クリエイター求む！
株式会社ディーエスケイ
ライター・編集者・
TEL：03-6421-3275
動画カメラマンを募集します
▼▼▼
https://d-s-k.jp/company
はこちら→ d-s-k.jp/dansuku̲entry/
info@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
※部数変更・新規は次号からの対応です（今号の追加
にＰＲしたい団体・企業の方、ぜひご連絡ください！
配送は不可）
。

部数変更 新規申し込み 配布停止

▶次号「第３７号」は

（以降隔月刊行予定）

９月中旬〜下旬配布予定です！

※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
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★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

★ダンスと学業を両立させ
るための特集。両立を成功
させた先輩たちや顧問のア
ドバイス、集中力を高めるコ
ツを紹 介 。コロナ禍で学 生
達で対策・運営したコンテス
トのレポートなど。

★全国強豪校の練習データ、
ダンス練習の基本解説（基
礎練、
ジャンル練、応用練、振
り付け練）、幕張総合高校の
フィジカルトレを紹介。三浦
大知ダンサーのTaabowイン
タビュー。

（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！

みやけ惇子さん

私の天職だったん

天気の仕事が

気象予報士・防災士

です！

就職面接では
ダンス部の

や音楽を天気に例えていたんですね
︵ 笑︶
︒
でもそう

てくる気がするんです﹂

いうイメージをチームで共有 すると︑ダンスも変わっ

卒業後はダンスだけでなく︑
作詞や作曲にも取り
組み︑大学では情報学を学んだ︒次第に興味は︑伝
えること︑メディアでの仕事へと向かっていったとい
う︒幼い頃は奈良の田舎で育ち︑一日中空を眺めて
いたという彼女の世界は︑やがて表現に目覚め︑ダ

﹁気象庁から出ているその日の天気予報を︑どんな言

ていったのだ︒

ンスや音楽に親しみ︑﹁天気を伝えること﹂
に広がっ

その表現の方法を探し続け︑ダンスから天気予報
葉で伝えるか︒どんな風が吹いて︑
どんな体感がある

ダンスとは表現︒人に何かを伝えること︒

の道へと辿り着いたのが︑気象予報士のみやけ惇子

ます︒例えば︑5月 ぐらいの清々しい風のことを
﹁薫
風﹂と言ったり︑風の伝え方でもいろいろあるんです

のかを︑私なりの表現で皆さんに伝えたいと思ってい

よね︒
〝人の気持ち良いところに入る〟
︑その見極めは

さんだ︒

えるべきことを押さえながら︑見ている人を楽しま

スの作品の時間と同じぐらいですよね︒その中で︑伝

﹁天気予報の時間って約3分なんです︒ちょうどダン

せるよう な工夫 が 必 要になり ます︒気象予報士は

前は最新の情報を確認し︑原稿を何度も練り直し︑

る﹂
ことを大事にしているというみやけさん︒放送

また︑ダンスでも仕事でも常に
﹁自分を客観視す

ダンス部時代に培ったものだと思います﹂

り︑構成を考えてスタッフさんに伝えたり︑表も裏

キャスターとして喋るだけではなく︑原稿を作った

もやる仕事なんですよね！﹂

がらも︑しっかり見直して次の放送に活かす︒その

準備する︒自分が解説した放送を見るのは苦手な

ように客観視することによって︑ダンスの場合
﹁思っ

そうキャスターらしい口調でハキハキと話すみや

ではストリートダンス系の大会で常連だが︑みやけ

場合
﹁思ったよりも大事なことを強調できていない

たよりも大きく動けてない自分﹂
を発見し︑放送の

けさんは大阪の強豪ダンス部︑樟蔭高校の出身︒今

主体としたスタイルで︑創作ダンス系の大会で活動

さんが所属していた頃は︑モダン︑ジャズ︑バレエを

自主的にキビキビ動く姿がいつも印象的だが︑みや

樟蔭ダンス部の練習を取材すると︑部員たちが

の天職だったんです！﹂

良い仕 事についたなぁと思います︒天気の仕事が私

変わっていっても︑喜んでくれる人がいて︑自分でも

﹁ダンスから音楽︑
そして天気予報へ︒表現の方法は

自分﹂
を発見するのだという︒

けさんもダンス部を通じて
﹁考えて動くこと﹂
を学

していたという︒

んだという︒人やチームが望んでいることを素早く

気象予報士の仕事でも活かされている︒視聴者 が

察知して︑即座に行動や言動に移す︒その能力は︑

望んでいることを察知し︑
それをスタッフに相談し︑
問題や課題を共有する︒すると︑１つのことを全員

が作られていくのだ︒

で作っているムードが生まれ︑自然とチームワーク

﹁ダンスをやっている時も
〝この曲は熱いのか︑寒いの

分の体感をイメージするようにしていました︒ダンス

か〟
とか︑自然にたとえるとどんな感じ ？ とか︑自

者との交渉︑集客などなど︒それらはすべて将来の

事︑ホールや音響・照明の方との折衝︑学校や保護

仕事の擬似体験となり︑
成功しても失敗しても結果

ることはもちろん︑チケットやポスターに関わる仕

マンスを 見 せてくれる ダンス部 だ︒その 快 進 撃の

に向き合うという大きな経験となる︒

全国大会の常連である大阪府立久米田高校︒
強い

きっかけとなったのが︑2015年の第3回DCC

フィジカルと気迫で常にインパクトのあるパフォー

での優勝︒まだ同校がダンススタジアムで全国大会

就職していたり︑イベント作りを楽しんでいた部員が
ブライダル系の仕事についたり︑
熱中症対策を一生懸

﹁管理が得意だった部員がいまマネジメント事務所に

命やっていた部員が看護系に進んでいたり︑ダンス部

に連続出場するようになる前のこと︑ピンクと黄緑

その時の優勝メンバーは現在︑社会人としてさまざ

るチームダンスは︑
今でも鮮烈な印象を残している︒

すね
︵八木︶
﹂

時代の何らかの役割と経験が将来に活かされていま

の派手な衣装とメイクで髪を振り乱してシンクロす

まな職種についた︒ビューティーアドバイザー
︵美容

突き動かし︑その後の将来を決めることもあったと

年寄りと触れ合うことで︑大きな感動が高校生を

老人ホームへの訪問ではダンスを見て涙を流すお

部員︶
を務める森胡桃さん︑保育士の中保美波さん

した︒なぜそ ういう 気持ちになったかわからないん

﹁あの時は踊りながら絶対優勝できるってわかりま

と実践︑向き合うべき結果と学び︑ダンスを通じた

いう︒役割分担にともなう各自の責任感︑試行錯誤

は当時をこう振り返る︒

ですけど︑
あの時なぜかそう思えたんです
︵美波︶
﹂

きるダンス部の教育的効果は本当に高いと言える︒

さまざまな人たちとの交流︒
それが部活動で経験で

﹁優勝した時も嬉しかったですけど︑遠征に行った
時のことが思い出深 くて︑今でもみんなで集まって

を決めて頑張る自分の力ができたと思います
︵胡桃︶
﹂

にいたことが私を助けてくれました︒仕事でも目標

勝したことはアピールになったと思います︒
ダンス部

今まで一番がんばったことですから︒
特にDCCで優

﹁就職の面接ではダンス部の経験を話しました︒
私が

話題になります︒練習はキツかったけど︑
あの時にし
かできない充実感がありました︒今でも戻れるなら
ば戻りたいぐらいですね！︵胡桃︶
﹂

ンス部でもメイク係を担当︒優勝した作品のインパ

﹁子供が好きだから保育士になりましたけど︑実際

ダンスは保育士にとって大きな武

経験を話しました

クトに一役を買った︒子供好きの美波さんは︑ダン

胡桃さんは高校時代からメイクに興味があり︑
ダ

ス部時代に小学生に教える機会があり︑保育に興

保護者の方とのコミュニケーションは重要で︑
そこはダ

はそれだけではやっていけない現実があります︒特に

業後に保育系の短大へ進み、私

樟蔭高校▶▶▶

今まで一番がんばった

味を持ち始めたという︒その機会を作ったのは︑久

ンス部で仲間とブツかり 合った経験が活きていると

米田高校ダンス部
︵くめだんす︶
を熱い情熱で支え

立の保育園へ就職、現在3年目。

続ける顧問の八木先生だ︒

ダンス部で自分たちの夢を追いかけた力が︑その

思います！︵美波︶
﹂

中保美波プロフィール●高校卒

﹁胡桃はやんちゃなタイプで︑発想力や提案力︑
まわ

後の将来を突き進む力に繋 がる︒その伝 統こそが

のち現在は産休中。美容もダンス

りを巻き込んでいく力がありました︒だからあの顔

も見せ方が大事と語る。

〝くめだんす〟
の最大の意義なのかもしれない︒
資格を取得。難関の外資系化粧

す︒美波には︑
子供達を受け入れるような柔らかさ

品会社へ就職し、百貨店勤務の

半 分が白 塗 りのメイクを 実 現できたんだと思いま

があり ましたが︑自分で限界を決めているところが
あったので︑
公開講座で責任者を任せました︒自分た

器になると語る。

ちの振り付けをたくさんの小学生が踊ってくれるの

久米田高校では︑大会やイベント以外に地域との

はすごい感動と経験になったと思いますよ
︵八木︶
﹂

交流で踊る機会をたくさん設けている︒その中で考
えなくてはいけないのが︑見る人が何を求めている
かを察する力と各自の役割分担だ︒振り付けを作

後は専門学校へ進み、さまざまな

インタビュー＆文：石原ヒサヨシ（ダンスク！）

ことですから！

プロフィール●奈良県出身、樟蔭
中学・高校でダンス部に所属し、
全日本高校・大学ダンスフェス
ティバル
（神戸）
などで活躍する。
大学卒業後は、ダンス・音楽・舞
台関係の仕事を経て、日本気象
協会に所属。2010年に気象予報
士の資格を取得し、NHKを中心
にさまざまな番組で気象キャス
ターを担当する。最近では、天気
×知育の玩具を
「いろどりくらう
ど」
にて製作、
「天気カード」
を年内
に販売予定。
森胡桃プロフィール●高校卒業
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てみたい。
そして、
みんなのダンス部での活動は必

未来のカタチ

▲樟蔭高校時代、全日本高校・大学ダン
スフェスティバル出場の際。長身を活か
してセンターで踊ることが多かった。

I
F
O

輩たち７人に、
「未来のカタチ」
を伺ってみた！

中保美波さん

R

ず、将来に繋がってくる。今回の特集では、
「ダンス

保育士

P
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みんなが気になる進学進路。
コロナで先行きが見

ダンス部員の
大阪府立久米田高校▶▶▶

美容部員

▲爽やかな笑顔と表現
力で老若男女に親しま
れる「お天気お姉さん」

森胡桃さん
▲2人が出場した第３回DCCのスナップ。鮮烈な
衣装＆メイクとパワフルなダンスで見事優勝！

部のアレがあったから…」
と進路を切り開いた先

特集

えにいくからこそ、
真剣に自分の仕事について考え

ダンス部員と未来のカタチ
特集

大阪府立久米田高校▶▶▶

そこは一歩引いて︑
ダンス部として良い作品を作る

いなので
︵笑︶
︑なかなか１つにまとまるのは難しい︒

嘩は多かったですね︒
実際︑
派閥とかもあったぐら

つだ︒激しい競争の世界だが︑人気アニメへの出

ことを優先させていました︒
マナーやルールに関し

ちゃったり︑
子供の頃からいろんな経験をさせてい

﹁ビッグクラスのチームは︑スモールの部内オーディショ
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アニメ声優といえば︑今や憧れの職業のひと

演を重ねる宮本侑芽さんにとって︑仕事で一番

変えるべきところは変え︑難しいところには現

璧にはできないのが正直なところですね
︵笑︶
﹂

てはうるさく言いましたけど︑人間関係までは完

大事なことは
﹁人間力﹂
だという︒

ナーやルールを守るということがどの世界でも一

﹁当たり 前ですが︑挨拶をする・礼儀を持つ・マ

番大事ですよね︒私はそれをダンス部で培ったと

リーダーシップをとっていた宮本さんだが︑驚く

実的に対処する︒若いうちから非常に大人びた

宮本さんの出身校は︑都内の進学校・広尾学

思います！﹂

ていたのだ︒

べきことにダンス部と同時進行で仕事もこなし

衝撃を受けて
︵笑︶︑小学生の時に習い事で歌やダ

﹁父親の好きだった矢沢永吉さんのライブ映像に

集中力と芸術性で幾度も全国大会出場を果た
すダンス強豪校だ︒筆者も何度も取材に訪れて

園中学・高校︒週３回という練習日ながら︑高い

いるが︑部員たちの意識の高さと大人びた言動

ただきましたが︑
根性は身についたと思います！﹂

が取れちゃったり
︵笑︶︑監督さんに叱られて泣い

父親の転勤で東京へ引っ越し︑中学から広尾

ンス︑お芝居を始めました︒時代劇の舞台でカツラ

た︒そこでま ず 私たちがま ず 取 り 組 んだのが︑

ナーをしっかり する雰囲気ではあり ませんでし

学園へ︑そして大学進学︒受験勉強・仕事・ダン

にはいつも感心させられる︒

挨拶運動です︒職員室に入る時も
〝ダンス部の宮

ス部を両立するコツは何だったのだろうか︒

﹁でも私がダンス部に入った頃は︑まだ挨拶やマ

本です！〟
って︑わざわざダンス部 を強 調したり

の友達も仕事の人間関係も︑両方楽しむ︒声優の

﹁何事も偏りすぎないことだと思います︒
ダンス部

⁝⁝まるで選挙運動みたいですよね
︵笑︶
﹂
挨拶とマナー改革から︑徐々にダンス部の雰

受かったり 落ちたりを繰り返しているのですが︑

仕事はオーディションがつきもので︑毎週のように

囲気や評判は良くなり︑そして中2の時には︑
い
きなり中高 ダンス部をまとめる部長に推薦さ

た時にドスンと落ちてしまうんです︒気分転換を

ひとつのことに全身を向けてしまう と︑ダメだっ

れたのだ ！

平 和 主 義 者で︑わり とまわり を見ている方 だっ

﹁ 私はダンスで引っ張るタイプではなかったけ ど︑

ともありますしね！﹂

大事に︑気軽に臨んだ時の方が良い結果になるこ

現在は大学を卒業し︑本格的に声優の道を歩

たので︑部長に選ばれたんじゃないかと思います︒

み始めている宮本さん︒凛とした声で演じる芯の

でも正義感が強かったから︑合宿中のスマホの使

練 習せずに泣 き ながら話し 合いしたり しまし

い方ルールを守らないことを議題に挙げて︑合宿

強いキャラクターたちは︑彼女自身ともオーバー

味として続けているという︒

ラップする︒今ではダンスは
﹁一番の楽しみ﹂
の趣

た︒今となっては良い思い出です
︵笑︶
﹂
やがて部員のマナーや意識も高くなり︑顧問

できない︒だからこそ私は︑踊る時は歌 うような

﹁ダンスでは声が出せなくて︑声優はカラダで表現

やコーチのサポートも加わり︑広尾学園ダンス

保できるなど︑学校からも広尾学園を代表する

新商品を作るためには︑研究所や工場やデザイ

意識を持っています！﹂

意識を持って︑声入れの時にはカラダで表現する

部はより成長できました︒専用の練習場所を確

部活に成長していったのだ︒

ダンスの表現の一つに
﹁美しさ﹂
があげられる︒
その

輪さんはそこを繋ぎ
﹁和﹂
を作るために日々奔走す

ナーなど各部署のさまざまな力が必要である︒三

﹁女性ばかりの部活だったので︑人間関係での喧

元ダンス部員の活躍があった︒同社のスキンケア事

﹁美しさ﹂
をサポートする企業である
︵株︶
花王にも

ているのだ︒

業部でマーケティングを担当する三輪夏美さんは︑ る︒そう︑ダンス部の時と同じ役割を現在もこなし
﹁各部署にお願いする時には
〝なんでそれがしたいの

大阪の強豪・大阪府立箕面高校の出身だ︒
﹁私はダンス部からダンスを始めました︒ダンスを始

思います︒相手の不安点や懸念点をしっかり聞き出

か？〟
という 想いをしっかり 伝 えることが大 事だと
して︑根本的な解決ができるよう 寄り 添 うように

めたかったのと︑部が明るい雰囲気で楽しそう だった
夏の練習では暑さ対策で塩をなめながら踊っていた

んです︒
でも実際に入ってみると練習が大変で︑真

持ち前のコミュニケーション能力とダンス部で培っ

しています﹂

高校ダンス部の後輩たちのもとにも届けられる︒
こ

た
﹁最後までやり抜く力﹂︑それが１つの商品として

箕面高校といえば︑ポップ＆ロックの鉄壁スタイ

のが思い出深いです
︵笑︶
﹂
ルでスモールクラスの常 勝 校 だ が︑この頃は創 作

﹁ダンス部では特に
〝気づく能力〟
が身についたと思い

れも素晴らしいダンス部の循環と言えるだろう︒

ダンスとヒップホップを 混 ぜ たスタイルでビッグ

学 校チームダンス選 手 権３ 位︑ミスダンスドリル

ム第4回大会
︵2011年︶
で準 優勝︑全日本高等

クラスにも精力的に出場していた︒ダンススタジア

何より他人を思いやる気持ちが強いという︒
それは

会話じゃなくても繋がるのが
ダンスの魅力！
スモールクラスが箕面高校ならば︑ビッグクラス
その後についたCAの仕事もでも存分に活かされ

人の少人数

HIPHOP Largeで3位と好成績を残す︒

の常勝校は同志社香里高校︒２度のダンススタジ
１度目の３連覇メンバー最上級生は

作るムードメーカーだった︒
そしてメイクやヘア︑衣

柔らかな口調で話す三輪さんはチームでも和を

績が残せました！﹂

やチームワークが良かったのか︑おかげさまで良い成

ンに落ちた部員で結成されていたんですけど︑構成

華やかな国際線CAに憧れるダンス部出身者は

気づくことが大事ですからね﹂

ます︒機内でも︑お客さんの要望や様子にいち早く

アム３連覇を果たしている大所帯のダンス部だが︑ ている︒
だったという︒
よりも何でも全員で共有していました︒先生との連

多いが︑その道はやはり難関で︑相応の傾向と対策

﹁同期の 人が本当に仲が良くて︑役割分担という
人で聞いたり︑振り付けも全員でやってまし

絡も

装などの係を担当していたという︒

﹁同じCAでも︑どの航空会社かによって求められる

が必要だという︒

と語るのは平野優花さん︒同志社香里はメンバー

まわり と調和するタイプでした︒大会前のピリピリ

たね﹂

人材が変わってくるんです︒
私の入った外資のエアアジ

している時期や新入部員に対して︑和めるように気

﹁自分の役どころはグイグイ引っ張るというよりも︑

全員で振り付けをすることで有名だが︑2013

てくれるような会社だったので︑ダンスの経験がすご

アXは︑面接で私が踊ったら
〝ヒュ〜！〟
って盛り 上がっ

サークルはもちろんダンスサークルだ︒

高 校 卒 業 後 は 大 学 で ゼ ミ や サークルに 励 む︒

を遣っていたと思います﹂

機の日々が続いているという︒早く復職して大空へ

込んでいたので︑仕事も好きなことに打ち込みたい

﹁これ以上できない！ってぐらい好きなダンスに打ち

心待ちにする︒

飛び立ち︑
さまざまな国の人たちと
﹁繋がる﹂
日々を

今はコロナのため便が稼働しておらず︑自宅待

く役に立ちました！﹂

年ダンスタ優勝作品ではユニークな振り付けが評
価された︒
﹁ダンスもきちんと見せつつ︑面白いアイディアが良い

年を共にす

形になった作品で︑それで３連覇できたことが思い
出深いです﹂
同志社では中学から大学まで最大
る仲間ができる︒さらに同じ部活となれば︑家族よ

﹁面接だけでなく︑ダンスができたおかげでいろんな

業を花王に絞り︑
就職活動を開始︒﹁みんなをキレイ

コスメや日用品が好きだった三輪さんは志望企

りも一緒に過ごす時間が長くなる︒
お互いの成長を

人と繋がれました︒例えば︑海外でも音楽が鳴ってい

に見せることが好き﹂
というダンス部の経験を面接

と思っていました﹂

感じながら︑かけがえのない仲間となり︑大きな目

がれたり︒会話がなくても繋がれるのがダンス︒私を

がら復職待機中。

るところでちょっと踊ったら
〝 イエ〜イ！〟
って人 と繋

帰国し、語学力を高めな

標を懸命に目指し︑卒業しても一生付き合える友

外にPRや新商品の開発︑売り上げの管理など多

で伝えたという︒現在の部署では︑
マーケティング以

王に入社する。
趣味はダンス。
週１回のワックの

ラS.P＜シンギュラポイント＞』

平野優花さん

ここまで連れてきてくれたと思います！﹂

岐にわたる︒
﹁仕事で求められる能力は︑周りを引っ張っていくた

レッスンを楽しみに仕事に励んでいるという。

などの人気作品に出演。
▲広尾学園中学高校時代は中２から部長
を担当する。前列中央が宮本さん。

SSSS.GRIDMAN』
『 ゴジ
部
務ののちにコロナのため

人になるという︒
部員が多くて︑
いろんなことでモメる︒
でも顧問の先
生の指導で︑ダンス部では徹底的に話し合うことに

んのニーズを察知することですね︒
チームで１つになっ

めにしっかりと意思を持ち説明することや︑
お客さ
て取り組んだ商品が︑お店に並び︑購入してくれた

な成績を上げ、関西大学へ進学。2017年に花

る。これ まで アイカツ！ GJ

国際線CA（エアアジアX）
Xに就職。マレーシア勤

E

大会では蝶理特別賞を受 賞 す
学し、2019年エアアジア

L

尾学園へ入学。第1回日本ダンス
を達成。同志社大学に進

◀ダンス部員に評判のボディシート
「ビオレ冷シート」
も三輪さんの担当だ。

07

していました︒しっかりわかり 合えないと部活動は
しないという方針です︒私自身も仲間とブツかりま

ダンススタジアム３連覇

I

ひまわり所属。幼少期から、ダン
身、同志社香里高校では

F

プロフィール●福岡県出身、劇団
プロフィール●大阪府出

O

ス・歌・演技の舞台を経験し、広

同志社香里中学高校▶▶▶

E
L
I
F
O
R
P
P R O F I L E

R
P

踊る時は歌うように、
声入れの時にはカラダで表現
10
10

を第一に考えるようになれたと思います﹂

プロフィール●大阪府出身、箕面高校で優秀

チームの和を作る
コミュ力とやり抜く力

三輪夏美さん

宮本侑芽さん

したけど︑その中で性格も丸くなったし︑相手のこと

お客さんの声を聞くのが何よりも嬉しいです﹂

メーカー（株）花王

声優

同 志社 香里の生徒には自 由なタイプが多いが︑

大阪府立箕面高校▶▶▶

広尾学園部▶▶▶
10

10

﹁㆒度は中学生の頃にモメるんですよ
︵笑︶
︒個性的な

ダンス部員と未来のカタチ
特集

特集

ダンス部員と未来のカタチ

石川県立金沢二水高校▶▶▶

元ダンス部の顧問／プロダンサーからの応援メッセージ

エンタメ企業 エイベックス（株）

八幡裕也さん

部員の「帰りたくない！」って気持ち、わかります！
自身が三重高校時代に立ち上げたダンス同好会に顧

LOVE」
とありますが、
DRUMとはロックダンスの基礎の

問として舞い戻り、
部に昇格させ、
全国クラスの人気ダン

ことです。
基礎がないと始まらない。
基礎ができている上

ス部に育てた元気印の神田橋先生。

でちょっと崩すのが個性なんだと思うんです」

「元ダンス部員として、
“帰らなくちゃいけないのに帰りた

創部してまだ間もない三重高校にはまだ就職するよ

くない”って気持ちがわかるんですよ。
あともう少しでこの

うなOBがいない。
その実績と伝統はこれから作られるの

ブレイクの技ができるのに！って時とかですね
（笑）
。
でも
顧問の立場としては当然帰らせなきゃいけない」

だ。
「ダンス部員はもの作りに関わるような仕事は向いてい

部員たちの複雑な気持ちまでわかるのが、
元ダンス部

るかもしれませんね。
良いダンスを作る方法ってたくさ

員の顧問の特徴なのだ。
また自身も同好会時代はチーム

んあるじゃないですか。
スポーツみたいに速く強く動くと

を引っ張る立場にいたので、
部長など幹部の気持ちも察

か、
タイムを縮めるとかの世界じゃないですから。
正解が

している。

ひとつじゃない。
それを見つけながら作っていく作業は、

「部長やリーダーは“もっとがんばりたい！”、
でも部員た
ちはそこまでじゃない、
というジレンマはありますよね。
ダ

ダンス部としての活動の範囲を広げ、
不可能を可能に
し、
自身の夢も実現し続けている神田橋先生に、
夢をか

かないよ、
とアドバイスします。
目一杯楽しんでいる姿で

なえるためのアドバイスをもらった。

コレが好き！と
引っ張るのが一番。
その影響がある程度の人数まで及 「まずは発信していくことやと思います。
かコレがやりたい！っていつも言ってるだけで、
自分にプ

三重高校

P

▲三重高校が花王とダンスクとコラボした動画が
ダンスク！TVにて公開中！

漢字二文字の表現を争うダンス部大会DCC
大学時代は︑日本一に何度も輝いている強豪チー

ながら︑理系の知識を深めるために大学院へと進

ムのメンバーにソロバトルで勝つなどの成果を上げ

イクのバトルで功を奏することがあったという︒

全国高等学校ダンス部選手権︶
は今年︑
コロナ禍の

﹁よくシブい動きだねって言われてましたし︑
玄人好
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︵DANCE CLUB CHAMPIONSHIP

やる気と想いに寄り添っている︒
エンタメ企業のエ

む︒理系らしい理詰めの戦い方が肉体派揃いのブレ

イベックスが主催しているだけあって︑華やかな演

れたのも︑〝ダンスやってるから面白いヤツかも〟
ってい

みのスタイルだったかもしれません
︵笑︶
︒大学院に入

なか無観客開催される予定で︑ダンス部員たちの

出やメディア露出も魅力のひとつだ︒数年前から

う評価があったようです︒
いわばダンスに助けられた

技術職への就職活動を進めながらも︑八幡さん

わけですね！﹂

はダンスへの想い︑
エンタメへの憧れを募らせていく︒

職試験では残念ながら不合格︒しかし︑エイベック

そこで第一志望をエイベックスに切り替えるが︑就

その運営指揮をとっているのが︑石川県立金沢二

水高等学校ダンス部だった八幡裕也さん︒

初めてのダンス部だったので︑取材に来ていただいた

24

﹁ダンス部というか当時は同好会でした︒石川県で

り︑ 時間テレビから声がかかったり と︑良い思い

エイベックス入社7年目の八幡さんが学生時代

ルを経て見事に敗者復活︑インターン経験から入社

スが開催するエンタテインメント・ビジネススクー

出がたくさんありますね！﹂

岡村隆史さんがテレビで披露していたのを見たの

に熱中したのはブレイクダンス︒
ナインティナインの

たのだ︒

﹁ダンス経験があることは仕事で参加 するどのチー

し︑ダンス事業を行なうグループへの配属が決定し

などで研究をして︑ダンスへの憧れを膨らませた︒

ムでも歓迎していただけました︒配属されてす ぐに

がきっかけだという︒中学時代︑昼休みの廊下で見

﹁高校へ入ったら︑１つ上の先輩がダンス同好会を立

きでやっていただけのダンスの知識を仕事に活かす

ダンスアニメの制 作チームに混ぜていただいたり︑好

様見真似で友人たちと床を転げ回ったり︑DVD

ち上げていて︑そこに友人と飛び込みました︒当時

ことができました︒あ とダンサーって︑
音 編 集だっ

は︑ストリート系のダンス部が出られるような大会

がなかったので︑どうやったら部に昇格できるかを

自 分たちの活 動の中でちょっと ずつ自前でできる

たり︑映像だったり︑ステージの場当たりだったり︑

ものなんですよね︒
ダンス部も同じく自分たちでや

る仕 事の範 囲が広いです︒そ ういう 部 分 も仕 事で

うじゃない先生もいましたが︑文化祭でショーを披

人以

10

考えていましたね︒当時︑応援してくれる先生もそ

露したらすごく沸いて︑翌年の新入部員が

アターへの出演などが続いている。

上も入った時は嬉しかったですねぇ！﹂

09

ス業界の中で１つのブランドを築いていくかもしれない。

そして︑DCCには3回 大 会 から 運 営 に 参 加︒

さまざまなジャンルに取り組んでいた状況だったという。

輝かしい賞歴に貢献する。最近では、
NHK教育
番組の振り付けや、DAZZLE主宰のイマーブシ

役に立ったと思います﹂

「元ダンス部ダンサー」
たちは、
これからダン
部の雰囲気とはやや違い、
自分たちで研究し教え合い、 を積んでいる

学院大学へ進学し、大学時代に狛江高校ダン
ス部のコーチに就任。指導と振り付けを担当し、

大学でもダンスサークルで代表を務め︑ダンス

係やマナーを身につけ、
ダンス以外にもさまざまな経験

プロフィール●東京都出身、狛江高校から青山

元 ダンス部として︑ストリート系の大会 が存 在し

彼女がダンス部だった時代は、
今の規律正しいダンス

実際、
プロの現場では元ダンス部員のダンサーが増え
ている。
部活動の中で、
社会人として必要とされる上下関

漬けの日々を送る︒進学校のため部活動に割ける

とかも大事なことですね」

ると思いますよ！」

時間が限られており︑人より少ない時間で︑人よ

大人数の動かし方や先輩後輩いる中での円滑なまとめ
方を学べたと思います。
単に“大きな声で指示を出す！”

ASUKA Yazawa

元・東京都立狛江高校

あったという︒

ケーション能力も、
ダンス部の活動でしっかり身につき

なかった時代を過ごした身としては格別の想いが

かったと思います。
まず指導や振り付けを1年生の頃か

ダンス部の経験を活かせば、
充分にプロになれ
らやる状況だったので、
ある程度責任感が身について、 ますね。

元ダンス部のプロダンサー

り多くの結果を出す方法を日々考えて活動してい

の現場に必要な挨拶や礼儀、
連絡・伝達などのコミュニ

﹁はじめてDCCを見た時の感動は忘れられないで

けアシスタントの役割では大事なことです。
そして、
プロ

たという︒

サーとして活動を続けるASUKA Yazawaに話を聞いた。
「私は経験者としてダンス部に入り、
そこで学ぶことは多

﹁代表としては個性派揃いの部員をまとめたり︑困

ち早く動いたり声を出したりする。
それは現場の振り付

を進化させていきたいですね！﹂

力が高いなと思います。
まわりをよく見て、
察知して、
い

学院大学へ進学し、
狛江ダンス部コーチ、
そしてプロダン

すね！ ダンス部の
〝この1回にかける想い〟
はプロの

何となくアシスタントの能
ダンス部のレベルが上がってくるほど、
プロダンサーを 「今のダンス部のコを見ると、

難にぶつかった時にどう 対処 するかを経験しまし

をSERIOUS FLAVORと訳し、シリフレの愛称
で親しまれる。

として関われるのはすごく嬉しいことですし
〝高校

取得後に、三重高校へ舞い戻り顧問に就任。
2017年に部に昇格する。校訓である
「真剣味」

スキルをも上回る感動があります︒そこに主催者側

会を設立し、立命館大学へ進学。教職免許を

あって︑どちらかに決めにくい場合︑僕が最終的に

プロフィール●三重高校在籍時にダンス同好

ダンス部の経験を活かせば、充分にプロになれます！
目指す割合も増してくる。
狛江高校元ダンス部から青山

▲ 八幡さんが 運営を担当するDCC
決勝大会には8/18（水）にABEMA
にて無料生配信される。

当する。

た︒例 えば︑何かを 決める時にAかBの選 択 肢が

にかこんなんなった！っていうことの繰り返しですから」

E

社し、ダンス関連のコンテン

生のために〟
という想いを貫いていこうと思っÍてい

アレがコレに繋がって、
いつの間
「でも生徒には、
まず型を知らないと型破りもできないよ、 を発信していくことで、

L

ツ事業やイベント事業を担

ます︒
これからもダンス部のニーズに合わせてDCC

出してカステラくれるっていう。
三重高校の活動も、
何か

I

2014年にエイベックスへ入

決めるわけです︒そこでは︑反対意見のメンバーにき

曲活動まで、
まさに
「型破り」
な内容だ。

F

高校時代にブレイクダンス

ちんとロジックで説 明できる必 要があるんだと実

い！カステラ欲しい！って言い続けていたら、
誰かが思い

O

を始め、ダンス歴は16年。

感しました﹂

れない。
これ“カステラの理論”ですよね。
カステラ欲し

アーティストとのコラボやテレビ出演、
そして最近では作

R

プロフィール●石川県出身、

レッシャーがかかるし、
そういう縁がまわってくるかもし

ント出演だけではなく、
自主公演やSNS活動、
果ては人気

と言ってます。
シリフレのテーマに
「ONE DRUM,ONE

神田橋純先生

じゃないかと思いますよ！」

部員もいますから。
そういう時は、
まずは背中で見せるし

三重高校
（シリフレ）
の活動は、
通常の大会出場やイベ

元ダンス部のダンス部顧問

新製品の開発とか何かを制作する仕事とかに繋がるん

ンスは好き、
でもその気持ちが100の部長も、
20だけの

ぶと、
ガラっとチームが変わる瞬間がありますから！」

ダンスに助けられたからこそ、
ダンスに恩返しを

求められる能力

ションならば︑部活動もまさにチームメイトとのコ

ダンス自体がメンバーやお客さんとのコミュニケー
に広げていくとそれはメディアになる︒インターネッ

先ほどの﹁伝える力﹂をより大きく︑不特定多数

らこそ仲間に想いを伝え︑
みんなで大きな力を作り
ディアの種類は時代とともに増えていくが︑メディ

ト︑テレビ︑ラジオ︑動画︑SNS︑新聞などなど︑
メ

をまず伝えたい︒メディアで大事なのは︑テーマの

アの端くれにいる筆者として大事にしてきたこと

独自性と強いオピニオン︑そして伝える手法だ︒弊

上げていく︒同じことを言っていたとしても︑
その
﹁伝

話し方は？言葉使いは？声色は？表情は？相手の

性がある︒ここではテーマを見つけるためのリサー

ダンス部を扱っているメディアというテーマの独自

チ力や探究心が必要だろう︒他に﹃ ダンスク！﹄の

誌を例にして恐縮だが︑例えば﹃ダンスク！﹄ならば

類似メディアは今のところないが︑もしあるならば

話もきちんと聞いているか？︱︱メール文化の今だ

﹁人と接するのが好き﹂というタイプは︑販売や飲

は︑
これからの社会でもより重宝されていくはずだ︒

オピニオン
︵意見・考え方︶
の独自性もより重要になっ

かもしれない︒

いった﹁福祉 ダンス﹂の需要はますます増えていく

これから超高齢化社会を迎える日本では︑こう

な気分が味わえるのも嬉しい︒

て元気なダンスインストラクターの指導でフレッシュ

とは違うのだという︒また高齢者にとっては︑若く

という積極性や継続率の高さが他のリハビリ運動

されたプログラムで︑何よりも﹁楽しいからやる！﹂

いた︒運動効果もその安全性も医師によって補償

ハビリ患者の皆さんがとても楽しそうに参加して

現場を以前に取材したことがあるが︑高齢者やリ

るダンスメソッドが︑高齢者向けに実施されている

デモダンス﹂という TRF の SAM さんが主宰す

のは一番イメージがしやすい︒福祉の方では︑﹁ダレ

周知のことだろうし︑元ダンス部員が保育士になる

また︑知育のなかでダンスが効果的なのはもはや

開いてほしいと願う︒

きた当事者が︑ぜひ次世代の﹁ダンス教育﹂の扉を

効果や人格形成への影響を︑自らの経験でとらえて

らかもしれない︒ダンスの素晴らしさ︑その教育的

がかかるだろうし︑
キミたち世代が教職につく頃か

通りそれが教育界で認められるにはまだまだ時間

能性があるのは︑
これまで本誌で何度も語っている

しかしながら︑ダンス部の活動に新しい教育の可

が必要なのだ︒

ンス部への印象はさまざまだろう︒だからこそ覚悟

ス部への理解が深まったとは言え︑学校によってダ

ど時間外労働の負担も増える︒また︑
これだけダン

務であるし︑部活動の顧問に熱心になればなるほ

見据えておきたい︒憧れだけで目指すには大変な業

教育を仕事にしたいか？﹂ということをしっかりと

免許を取得するルートが必要だが︑その前に﹁なぜ

教員になるためには当然︑教育学部を出て教員

な憧れの存在が顧問の先生︑
ということなのだ︒

増えているが︑ダンサーとしても人間としても身近

えが返ってくる︒最近ではダンス経験のある顧問が

員になってダンス部の顧問をやりたい！﹂という答

ダンス部員に将来の夢を聞くと︑意外なほど﹁教

代理店︑PR 会社︑
マーケティング会社

聞記者︑雑誌編集者︑
ライター︑映像作家︑広告

ネットメディア︑テレビ局︑ラジオ放送作家︑新

ダンサー向けの具体職種例

告業界はキミたちのセンスを待っているぞ！

キャッチーな広告表現が生まれるかもしれない︒広

ンスの知識を活かしていけば︑
これからより斬新で

告の﹁コンテンツマーケティング﹂の手法なのだ︒ダ

の中で伝えたい想いを届けたい︱︱これはすでに広

い︑それをステージや動画や SNS で広めたい︒そ

のダンスをより多くの人に︑より良い評価で届けた

と思われるのが︑広告や PR の仕事 だ︒自分たち

他にダンス部員に非常に向いているのではないか

てくるだろう︒

れからメディア業を目指す若者にはより必要になっ

音声なのか︱︱ 適切な手法を見極めること が︑こ

れが文字なのか映像なのか︑紙なのかネットなのか

となっているが︒そのテーマにとって有効な手法︑
そ

ガジンにウェブサイト︑そして YouTube 動画

そして
﹃ダンスク！﹄のメディア手法は︑
フリーマ

知識と経験と哲学が必要になる︒

の独自性というものだ︒強い独自性を持つためには︑

報道の仕方が違うわけだが︑
それこそがオピニオン

てくる︒同じ事件を扱っていてもメディアによって

店の接客の場合は初対面のお客様に接する機会が

からこそ︑話し言葉で伝えることに長けている人材

え方﹂１つで相手の受け取り方はガラリと変わる︒

ミュニケーション︒
一人でできることは小さい︒だか

ダンスそのものが
キャッチーなメディア！

食などの接客系のシゴトに興味を持つだろう︒お

多いはずだが︑この初対面を怖がらない︑どころか

楽しんでしまうような好奇心と強いメンタリティが

人間の初対面には︑相当な情報量が含まれてい

必要とされる︒

るという︒野生動物は一瞬で相手が敵か味方か︑そ

得ている情報の方が正しい︒この初対面の
﹁勘﹂
に忠

の力量を見極めると言うが︑人間も実は初対面で

ばれるものだ︒相手の好みは？欲していることや困っ

実になれるかどうかが︑接客においての洞察力と呼

ていることは？︱︱そこに気づいたら１歩も２歩
も 先回りして︑オモテナシする︒日本人の特性・美
徳が武器になるシゴトとも言えるし︑
この
﹁気づく﹂

ダンス部においては︑明るい性格︑まわりをよく

能力は部活動において大きく培われるものだ︒

見ていち早く気づけるタイプ︑集団の和を作る人柄︑
気の利いた一言を言えるムードメーカーなどが接客
に向いているだろう︒さらに︑相手からの感謝の気

細やかに︑
より多くの人を心地良くさせることに喜

持ちを自分のエネルギーにして︑より適切に︑より

びを持つ︑
そんなタイプが接客にはピッタリだ︒
ダンサー向けの具体職種例
カフェ／レストラン／アパレル店員︑
ホテル︑ブ
ライダル︑企業受付︑
アミューズメントパークス
タッフ︑電話オペレーター

ダンサーそのものがすでに技術職なわけだが︑
そ
もそもなぜ技術が必要かと言うと︑表現を伝えや

すくするためだ︒伝えたい想いに対して︑精度の高

い表現ができること︑さまざまな引き出しを持って

いること︒そのための技術だから︑技術を見せるた

めの技術であってはならない︒よく言われる﹁うま

いんだけどツマらない﹂という状態に自分のダンス

が陥らないよう︑
いま一度技術向上のベクトルを確

かめておきたい︒
いきなりの余談だったが︑良いダンサーほど技術

の探究や鍛錬には余念 がないのは間違いなく︑そ

術職につけるケースは多いだろう︒ダンスに身近な

の凝り性な気質の矛先が変われば︑さまざまな技

技術職を挙げれば︑まずステージまわりの仕事︒音
を 出す PA の仕事は 音楽知識と耳の良さ が 必要
で︑照明には美的センスと機材の知識︑舞台制作は

世代をまたぐ
ダンスの新しい
可能性を探求！

管理能力、
探究力、
リサーチ力コミュニケーション能力、
表現力、
洞察力

リーダーシップ、
コミュニケーション能力、寛大さ

対応力と力仕事が必要になる︒最近では︑女性がス
テージ関係の仕事につく現場も増えている︒華やか

そして︑衣装まわりの担当をしていたダンス部員が︑

なステージをチームで作る︑
やり甲斐のある仕事だ︒

ヘアメイクや美容師︑ファッションデザイナーを目
指す場合も多い︒技術がモノを言う世界ではあるが︑
同時に接客業でもあるので︑相応のコミュニケーショ

みんなで１つのステージを作る経験をしてきた

ン能力も必要になってくるだろう︒

求められる能力

求められる能力

求められる能力

技術系

ダンス技術向上の
力を他分野に
転用しよう！

ダンス部員にとって︑チームでモノ作りに携わる仕
事も面白いだろう︒たとえばメーカーの開発部門︑
イベント制作︑
アニメ製作︑ゲーム開発などなど︑高
校生に身近な分野ならば︑
キミたちのセンスと経験
は即戦力となるかもしれない︒かく言う筆者も︑バ
ンド経験で得た音楽知識を頼りに音楽雑誌の編集
部に入り︑
チームで１つのモノを作る醍醐味を若い
頃に味わった︒もっと面白いもの︑新しいものという
想いで︑徹夜もいとわず本
︵商品︶
が完成した時には
何にも変え難い喜びがある︒これこそがモノ作りの

メディア系
教育系

接客系

伝え方と洞察力︑
感謝の気持ちを
エネルギーに！

コミュニケーション能力、表現力、洞察力
専門知識、美的センス、創造力
仕事の魅力だ︒

広告・IT・マーケティングなど

教員・福祉・保育など

販売・飲食・その他施設など
音響・照明・美容・開発など

イラスト：コバタキミコ

がフルに発揮できる仕事を見つけよう！
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ダンス部員の職業適正
ダンス部員と未来のカタチ
特集

ダンス以外のシゴトや、
そこで培われる創造力とコミュニケーション能力

最後に、
ダンス部員に向いた職種を考えてみよう。
ダンス部で経験できる
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BABY-G 2021 SS COLLECTION

モデル：YUA（@i̲am̲yua̲）
撮影：村田卓

の 休日
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YUA●PROFILE
埼玉県出身、キッズの頃からダンスを始め、
コンテストや雑誌モデルで活躍。駒澤大学
高校ダンス部では全国トップレベルのチー
ムのセンターをつとめる。現在は新たな夢
に向かって突き進む大学１年生！

YUAがつけている
BABY-Gはコチラ！

>>インタビューが
BABY-Gのサイト
「Girl s PARTY!」
に掲載中！
https://baby-g.jp/girlsparty/
問い合わせ先 カシオ計算機お客様相談室

BGD-5000UET-4JF
¥19,800＋税

BGD-5000UET-5JF
¥19,800＋税

BGD-5000UET-8JF
¥19,800＋税

☎03-5334-4869／ baby-g.jp

babyg̲jp

通信

できっこない、をやる夏だ！
暑い日々もがんばるDANCERをポカリが応援！
ポカリスエットは今年の夏も高校生たちの青春を応援します！
夏休みの練習や大会出場も「今できること」を目指してがんばろう！

インターハイを
サンボが応援！
「できっこないを、やる夏だ。
」
インターハイ応援プロ
ジェクトとして、ロックバンドのサンボマスター×福井
商業高校チアリーダー部JETSがタッグを結成した。
昨年インターハイが初めての中止、その悔しさを乗り
越えてがんばる高校生たちをサンボマスターの
「で
きっこないを やらなくちゃ」
が応援。
ポカリスエットの公
式YouTubeやインハイ.tvで動画が公開されているぞ！
「JETSの皆さんと僕らで鳴らしたこの曲が、日々頑
張っている高校生の皆さんの背中を 少しでも押すこ
とが出来たらミュージシャン冥利に尽きます。 ロック
ンロール！」サンボマスター山口隆
（vo & g）

強豪ダンス部の練習をドキュメント
幕張総合の練習

武南高校の練習

好評の
「練習」
シリーズが続々とYouTube
「ダンスク!TV」
で
公開中！ダンサー用にアレンジされた幕張総合のフィジカ

ルトレ、武南高校の勢いを握る３人の部員など、強豪ダンス
部の強さの秘密をドキュメント！

注目のスーパー高校生ダンサーRio
みんなと同じ高校生ながら世界を舞台に活躍するHIPHOPダンサー
「Rio」
をチェッ
クしよう！ ダンススキルはもちろん、太陽のように明るいキャラクターとヴァイブ
ス、
モデルもこなすルックス＆センスが彼女の魅力。そんな彼女にも挫折の時は
あったという。それを乗り越えたのは……？

動
画

動
画

コ
チ
ラ

コ
チ
ラ

は

ポカリで熱中症対策！

は

を起こす危険性が高くなっています。体重の変化だけでなく、体調の変化
にも十分に注意を払い無理をしないようにしましょう。

暑い季節に長時間の作業や運動を行なうと、大量の汗をかくことで熱

厚生労働省は、熱中症対策の一つとして、ナトリウムを100mℓあた

中症のリスクが高まります。人間は体重の3％の水分を失うと、運動能力

り40〜80mg含んでいる飲料を推奨しており、摂取のタイミングは20〜

や体温調節機能が低下し、身体に変調をきたします。熱中症は、日射病と

30分ごとにカップ1〜2杯程度摂取することが望ましいとしています。

は違って、室内でも起きることが多いため、発汗による水分の喪失が2％

ポカリスエットは、100mℓあたり49㎎のナトリウムを含んでおり、汗

を超えないよう体重をチェックするなど、十分に気を付ける必要がありま

で失った水分や塩分(ナトリウム)をすばやく身体に補給し、身体の中に

す。更に、肥満傾向の人、体力・持久力の低い人や持病のある人は熱中症

長くとどめるために適した飲みものです。

（ポカリスエットHPより抜粋）

