編 集 部 より

『ダンスク！』
2021年4月号
（38号）

最近の『ダンスク！』は YouTube での動画配信に力を入れており
フリーマガジンの方は久々の刊行となりますが、
今号もやはり動画、その活用法についての特集です。
ダンスを見せる場所が、ディスコからクラブ、各メディアに広がり
今ではスマホが主戦場になったと言えるのはないでしょうか。
それにつれ、ダンス自体もより「映える」スタイルに変化しています。
スマホの画面で自分のダンスがどう映るか――
● 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

研究し、実践したダンサーが次世代のスターなのかもしれません。
2022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

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！

★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

@Danstreet203
★全国ダンス部の発信をリツイート
★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！

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）
。

●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

部数変更 新規申し込み 配布停止

▶次号「第３９号」は

※本年度は秋冬の刊行は
予定しておりません。

２０２２年５月下旬刊行予定です！

DANCE CLUB CHAMPIONSHIP

※配布対象は中高ダンス部あるいはダンス団体です。

第 1 0 回 全 国 高 等 学 校 ダンス 部 選 手 権

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。

P O W E R E D B Y ニ チ レ イ「 本 格 炒 め 炒 飯 ®」

予選大会

★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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日程

35号

36号

2021.6

2021.8

★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。

★ ダンス 部 の 経 験 を 糧 に
華々しく将来を切り開いた
先輩たちをインタビュー。お
天気キャスター、声優、保育
士、国際線CA、美容部員な
ど。
ダンス部員向けのお仕事
案内記事も。

（送料別）
各200円

37号

2021.10

★夏の大会の衣装コレクショ
ンを特集。DCC決勝進出校
から、
ダンスを効果的に演出
する衣装テクニックを学ぼ
う。
コラムでは、夏の大会振
り返りと新鋭校の紹介、
ダン
ス部活動の変化について。

ダンス部ハンドブック
基礎編

実施
方法

2022.6.30.Thu
ONLINE

決勝大会
までに映像提出

（映像提出）

日程

会場

2022.8.24.WED
tokyo garden theater
東 京 都 江 東 区 有 明 2 丁目1 - 6

※会場にお越しいただくことが難しいチームはオンラインでの参加も可

著：石原久佳／980円（送料込み）

※エントリー期間は4/18〜6/15となります。

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！

※ 2021年度と同様にDCCスタッフがZoomで立ち合いの元での撮

能と致します。

影を予定しております。

※日程や会場は止むを得ない事情により変更となる場合もございます。

（一発撮り。撮り直し不可。）

※新型コロナウイルスの感染状況によってはオンラインのみでの実施
となります。

お問い合わせはコチラ

https://contact-apd.avex.jp/dcc-inquiry

公式ホームページ
https://dcc.jsda.info/
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特集に続いて、ダンス部の最新の動画活動を追っていこう。
ダンス部の顧問の先生と生徒が、コラボした動画制作を振り返ります！

動
画

コ
チ
ラ

は

▲公園でのシーン。若者たちが貧富の差を超えてつながる！

文＝矢下修平
（京都文教中高
ダンス部顧問）

Rhythmic Toy World × 京都文教中高

▶ダンスリーダーを中心に最後まで
こだわり抜きます！

同級生アーティストと
ダンス部のコラボ ！
ダンス部に所属するみなさんなら実感してい
るかと思いますが︑今このコロナ禍で部活動を
するのは本当に大変なことばかりです︒気を使
う練習や中止になる大会など言い出したらき
りがないくらい︒そのなかで僕達は
﹁今できるこ

Worldというアーティストとコラボレーショ

とはないか ？﹂
と 考 え︑Rhy thmicToy

ンして︑楽曲とMVを作ることとなりました︒実

高校のクラスメイトなのです ！

はこのバンドのVocalの内田直孝さんは私の

2021年5月︑京都文教中高ダンス部全員
にアンケートを取り︑部員のストレートな気持ち
を集約し︑内田さんに伝えました︒彼はそのメッ
セージを受け取り﹁
︑高校ダンス部に向けた楽曲﹂
を作ってくれました︒そして︑完成した曲
﹁青と踊

動
画

その想いは日本全国どのダンス部も一緒です︒そ

と思います︒以前までは大会で会うことくらいし

の一方で︑今だからこそできることがきっとある

発展により︑
繋がることができます︒

か交流がなかった学校も︑現在はテクノロジーの

また︑日本テレビのダンスONEプロジェクト

機会は︑今までのダンス部の世界ではありえな

のように︑コンテストではない方向性での表現の

かったことではないでしょうか︒優劣をつけるだ

きる︒そしてそれを繋げて何倍ものパワーにする

けではなく︑お互いをリスペクトし合うことがで

︱︱音楽やダンスにはそんな力があると信じて

最後にもう一つ︑ダンス部のみなさんにお伝え

います︒

隣にいる仲間を大切にしてください︒

したいことがあります︒

本気でやればやるほど︑
距離が近ければ近いほ
ど︑
仲間と衝突することは多くなります︒ですが︑

年前クラ

その高校の仲間との出会いは︑一生の宝物になる
ことは間違いありません︒僕個人も

した︒まずは軌道に乗せるため︑私が2年生に

直何をどうすれば良いのか見当もつきませんで

だったので︑夕方の海岸は体に寒さが染み渡り

まなロケーションで行なわれました︒季節は 月

園の広場や︑千葉県九十九里の海岸などさまざ

撮影は２日間︒校内の教室や廊下︑大きな公

思いがけない収穫でした︒

SDGs の講義を行なうとともに︑宿題として

画企画︒最初にこのお話をいただいた時は︑正

SDGsのテーマをダンスで伝えようという動

﹃ ダ ンス ク！﹄さ ん か らオファーを 頂 い た︑ 面をたくさん知ることができたのは︑私にとって

揮してくれました︒今まで知らなかった生徒の一

は︑
練習や撮影で素晴らしいリーダーシップを発

僕たちも︑
頑張ります︒

に︑
今この時を頑張ってほしいと思います︒

とができました︒みなさんも︑自分と仲間を大切

スメイトだっただけの友達と︑こんなに素敵なこ
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れ﹂
のMVをダンス部 名で作成することとなっ
たのです ！

は

大会がない︑発表会ができないなど︑コロナで

コロナ禍だからできる
ダンスの可能性

公開されています︒

から撮影︑上映までを追ったドキュメンタリーも

を是非みてみてください！ また︑
この企画発表

セージ性のある曲となっています︒完成したMV

ち私たちしかできないことがある ！﹂
というメッ

だ﹂
というネガティブなものではなく︑﹁今の僕た

この曲は決して
﹁コロナでできないことばかり

85

失ったものは多くあると思います︒
▲Rhythmic Toy World（中央が内田
さん）

先輩アーティストとの
青春コラボ！

◀ ▲▶女子 高生
の心象風景が、
繊細にダイナミッ
クに描かれるMV
「青と踊れ」

﹁貧困をなくそう﹂
をダンスで表現 ！

▲アーティストさんとの本格MV
撮影、とっておきの思い出です！

人にプレゼンをさせて話し合って⁝⁝︑ここまで

全員に︑どのテーマにするか具体案を提出して

ギリまで撮影を進めていきました︒公園では
﹁貧

リーダーを中心に細部にこだわり︑夕暮れギリ

ます︒それでも︑
何度もシーンを繰り返し︑
ダンス

⁝⁝通常の千葉敬愛の作品とは真逆の路線に

困﹂
を演出するボロボロの衣装にボサボサの髪

戸惑いつつも︑﹁やって良かった ！﹂
という気持ち

くると部長を中心に生徒達はどんどん自発的に

う﹂
︒自分たちと同世代の若者が世界中で貧困に

自分にできる行動をしていきたいです ！﹂

﹁知識だけではなく︑リサイクルや募金活動など

や贅沢をなくしていきたいです﹂

﹁いま自分たちの環境を当たり前と思わず︑無駄

きました﹂

ンス部だけでもあれだけの古着があるんだと驚

﹁撮影のために部員から古着を集めましたが︑ダ

くれたら嬉しいです ！﹂

﹁動画を見てくれた人たちの心が少しでも動いて

や贅沢をなくしていきたいです﹂

﹁いま自分たちの環境を当たり前と思わず︑無駄

を考えるきっかけになりました﹂

﹁今回の撮影でSDSGsことを深く知り︑将来

入れることを意識しました﹂

﹁貧困の方達のことを想い︑それを踊りや表情に

した﹂

の方達の日々の辛さを感じることにつながりま

﹁冬のロケで裸足で半袖だったけど︑それが貧困

参加したダンス部員の声

の別テーマを作りたいですね ！

付を行なっています︒できればまたSDGs作品

今回の取り組みを機に︑現在は古着などの寄

が全員から伝わってきました︒

て進めることができました︒特に振りつけ担当

れぞれたくさんのアイディアを出し合い︑協力し

りの担当︑楽曲担当︑衣装担当︑小道具担当⁝そ

その後も振りつけ担当︑ストーリーやカット割

を決めていきます︒

喘いでいる事実を知り︑それをどう表現するのか

動き出してくれました︒テーマは
﹁貧困をなくそ

もらいました︒9月の全体ミーティングで代表数

12

ダンス部の動画活動

（千葉敬愛高校ダンス部顧問）

12
13

コ
チ
ラ

▲テーマのあるダンス動画制作、
良い体験になりました！

▲ある生徒の見た夢が現実になっていく!?

手を伸ばして想いよ届け！

コロナ禍だからこそできた！
文＝柳場寛

SDGs × 千葉敬愛高校

JAZZ

suzuyaka

エントリーは
コチラ

セクシーなJAZZ スタイルで、数々
のバックアップやゴージャズなス
テージプロデュースを手がける。
実はダンス部出身！

テ ッ ク ダ ンスフュー ジョン 集 団
「CONDENSE」
、JAPAN DANCE
DELIGHT優勝「Beat Buddy Boi」

#3

知識

アイソレーション

JAZZ基礎

リズムトレーニング

筋トレ

エントリーは
コチラ

Toyotaka

ストレッチ

動画は
コチラ

技術と体力だけじゃなく生活習慣も、
正しい知識をもって向上させていくことが良いダンサーになるための秘訣だ！

生活 踊ってない時にも
習慣 カラダ作り

基本 正しい動きを反復し 基礎 パワーとキレを作り
体力 可動域を広げる
動作 馴染ませる

カラダにすばやく吸収され
ます

feat.

ストレッチ

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。

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！

筋トレ

睡眠

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。

吸収スピードを速めるのは
適度な「ナトリウム」と「糖質」

アイソレーション

水分補給

なぜ？ 水分補給に必要な

「イオン」の理由

リズムトレーニング

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！

JAZZ基礎

食事

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。

STEP in my TIMEに注目☆

HIPHOP

ダンス部員のカラダ作りをサポートする基礎トレ動画。「毎
日」「正しい形」で行なうのが、上達への最短の道のりなの
です！プロダンサーで強豪ダンス部のコーチであるASUKA
Yazawaが、初心者から経験者まで使えるトレーニング動画を
５つのパートで構成。動画と一緒に行なうことで効果が現れ、
解説動画で理解を深めます。

ダンサーとしてメジャー活動しながら︑SNSでもファッショナブルに活躍中！

大好評のダンス部訪問ワークショップ。ヒップホップ、ジャズのTOPプロダンサー
が登場です。日程は講師とダンス部ですり合わせていきますので、ぜひ！というダ
ンス部はエントリーしてみて！

基礎トレーニング

プライベートでは大学生︑そしてファッション雑誌のアシスタントもこなすという

#2

ワークショップ

モデル：KANU（@ kanu̲k̲）
撮影： 大谷次郎

KANUちゃんの時間の刻み方

#1

イラスト コ: バタキミコ

通信

いよいよ新学期！気分一新で部活にがんばるキミたちをポカリスエットは応援します！

2022 SS COLLECTION

水よりも長い！
イオン飲料の「キープ力」
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。

KANUちゃんの
ダンス、
仕事、私生活を
動画でCHECK!!

SPECIAL
INTERVIEW&MOVIE
>>Girl s PARTY
https://pocarisweat.jp/

BGD-565-1JF
¥10,450＋税

BGD-565-7JF
¥10,450＋税

BGD-565-4JF
¥10,450＋税

BGD-565S-7JF
¥11,000＋税

問い合わせ先 カシオ計算機お客様相談室

☎03-5334-4869／www.casio.com/jp/watches/babyg/

babyg̲jp

