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『ダンスク！』
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（39号）

ダンスと教育の距離が一気に近づいたのが
2012年の公立中学校でのダンス義務教育化の年でした。
あれから10年……ダンス教育の実践は
皆さんダンス部の活動の日々にあるように感じられます。
ダンス部の活動で培われる、自主性、協調性、創造性、勤勉さ。

今月の表紙：叡明高等学校
撮影：石原ヒサヨシ

そしてココロとカラダを連動させるダンスならではの難しさと面白さ。
何より、皆さんが能動的
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真の学習
（ラーニング）
があるのだと思います。
2022年6月『ダンスク！』編集長

本誌連動サイト

石原ヒサヨシ

YouTubeチャンネル＆SNS
★強豪校の練習をレポート！
★ダンス部員のREALトーク！
★人気YouTuberとのコラボ企画
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★サイト独自のダンス部情報
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★ダンス部大会全チームレポート
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★本誌見逃し記事を再掲載
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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！
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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

※配布対象は中高ダンス部あるいはダンス団体です。

▶次号「第４０号」は

２０２２年７月下旬刊行予定です！

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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36号

2021.8

★ 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。

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。

（送料別）
各200円

38号

2022.3

★ダンス活動と切り離せなく
なってきた「動画」
。見る／撮
る／作る／投稿するのステッ
プに分けて、そのポイントを
レクチャーします。京都文教
や千葉敬愛などの話題の動
画活動もご紹介！

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！

創部23年を数える北九州市立高校の練習風景。ストリートダンスの軽やかさと
カルチャー感を感じさせる作品は、部員の自主性とダンスへの情熱から生まれて

いる。長年の功績を評価され、北九州市からは2013年には市民文化賞を受けた。

桜井先生

幕張総合高校に赴任した当時のダ

顧問の先生方が︑ダンス部を改革する時

ンス部は︑練習が始まるとすぐにお菓子タイム︒

まず指導したのは︑時間を守ることと基礎練習

ているし︑何とかなりそうだと思っていました︒

これには参りましたが
︵笑︶
︑生徒主導で運営し

にまず取り掛かるのが︑挨拶や礼儀の徹

しかし︑それらが単なる形式になっていては意

緒方先生 一般的にダンスが 好きな 生徒って︑

経験を伺おう︒

に良くなっていきましたね︒

うやっていくうちに︑挨拶や服装なども自主的

るならば時間を効率的に使ったほうが良いし︑

の認識を変えること︒大会で勝ちたい目的があ

チャラチャラした
︵軽薄な？︶
印象を持たれがち

部を﹁きちんとした部活﹂に改革した先生方の

味がないという︒まずはそのあたりから︑ダンス

底︑そして規律正しい運営や組織作 りなどだ︒

#1

遊び半分のような印象を持たれることが多かっ

たと思います︒創部当時はそのような印象を払

拭するべく︑ダンス部員にはとにかく
﹁よき生徒﹂

をがんばり︑校則を遵守し︑他の生徒の模範と

であることを求めました︒
﹁よき生徒﹂とは学業

校則も守らないような生徒たちの集まりであれ

なるような生徒です︒ダンス部が︑勉強もせず

ば︑学校の先生方に認めてもらえるわけがあり

ません︒当時の生徒たちもそのことをよく理解

してくれて︑積極的に
﹁よき生徒﹂
である努力を
してくれました︒

すいんです︒そして︑評価されること・褒められ

八木先生 規律や礼儀を守ることは評価されや

ることで自己肯定感が上がってくる︒私が最初

分を持っているのに︑損をしているなぁと感じて

に見たダンス部の生徒たちは︑たくさん良い部

矢下先生 礼儀とか挨拶って︑ある意味便利な

いました︒

道具だと思うんです︒誰とでも仲良くなれる魔

法のアイテム︒だから︑
それを無碍に使いまくれっ

敬語をしっかりと話せる人間でも﹁イエ〜イ！﹂

ていうのは︑
ちょっと違うのかなって気がします︒

と言った方が良い場面ではその方が適切で︑要

は TPO を考えて言動できるようになろうっ

てことです︒挨拶もウチでは強要はしてなくて︑

基本は﹁挨拶したい気持ちならばしよう﹂とい

う考えです︒もちろん形から入るのも良い方法

ですが︑挨拶したくなる関係性や心持ちを持つ

なんじゃないかと思います︒

基礎を積み上げればダンスが変わってくる︒そ

ダンス部は他の部活に比べて︑関わりや

の中のために動く﹂ということです︒老人ホー

例えば︑赤十字の募金や震災の募金活動など
﹁世

トやボランティア活動に力を入れていきました︒

八木先生 ダンス部の改革の１つとして︑
イベン

ます︒

わり﹂をより体験しやすいのではないかと思い

すが︑
ダンス部での活動は︑
このような本気の
﹁関

ことは︑他の活動を通してもできるとは思いま

生します︒このような本気の
﹁関わり﹂
から学ぶ

対立が起こり︑毎年のように何らかの問題が発

ことも必要となります︒生徒同士がぶつかって

あえて意見をひかえて他者の意見を 尊重する

出して主張しなければなりません︒逆の場合は

です︒譲れないものがあれば︑積極的に意見を

は希薄な﹁関わり﹂
ではなく︑
かなり濃厚なもの

音楽や人と向き合わなければなりません︒それ

わり﹂ます︒本気で作品創りを行なえば︑本気で

に任せていますが︑
その過程で多くのものと﹁関

士の﹁ 関わり ﹂︒本校では作品創りを 生徒たち

輩との﹁関わり﹂︑保護者との﹁関わり﹂︑部員同

と思います︒音楽との
﹁関わり﹂︑先生や先輩・後

が持てることが何よりも本人の成長に繋 がる

緒方先生 ダンス部の活動では︑様々な
﹁関わり﹂

な人と繋がる必要があるのだ︒

る︒ダンスを広く見てもらうためも︑さまざま

人の心を動かすことを目的としていることにあ

であり表現であること︒記録や得点ではなく︑

繋がりの幅が広い︒それは︑ダンスが競技

#2

です︒練習も音楽かけて踊っているだけなので︑

#2 関わり・繋がり 「もっと良くなっていこう」という姿勢が自然に
こと︑適切な言葉や挨拶を選択できる方が大事
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ダンスの悪い印象を払拭する「よき生徒」

#1 挨拶・礼儀・規律

現在のダンス専用練習場は市の予算により建設されたという。

ムに行った時には︑ご老人たちが高校生のダン
スを見て手を握って泣くんですよ！ その繋が
りは生徒にとって衝撃だったと思います︒保育
所では︑子供がまとわりつくほどなついてくれ
たり︑病院の慰問では患者さんが元気になって

くれたり︒そこでは︑自分たちの一生懸命が裏切

られることなく︑
しっかり返ってくる︒対象が望

んでいることを考えて︑
そこに向けて一生懸命作っ

ていけば︑
きちんと感謝が返ってくる︒その経験

れまで斜に構えていたダンス部員の姿勢が
﹁もっ

の中で︑やり甲斐や自己肯定感が得られる︒そ

と良くなっていこう！﹂
って自然に変わっていき

ました︒他の部活に比べてダンス部の場合は人

と繋がれる面白さがあるんですよね︒ダンス関

係者だけでなく︑地域やイベントの関係者︑
メディ

広がっていきます︒そしてイベントへの出演はコ

アや企業や役所の方々など︑どんどん人の輪が

ンテスト作品にも繋がります︒審査員がどんな

イベントや大会をやると 生徒は

心を動かす行為︑要するに同じことですから︒

ことを評価するだろうかって考えるのは対象の

神田 橋 先 生

成長します︒挑戦すること︑褒められること︑反

省することなどの経験を通じて︑イベントが生

徒を成長させてくれる︒ウチはいろいろやるダ

ンス部なんですが︑基本は
﹁楽しそうだからやる﹂

﹁誘われたからやる﹂
というスタンス︒誘われるっ

たいない︒﹁頼まれごとは試されごと﹂と言いま

てスゴイことだと思いますから︑断ったらもっ

顧問について間もなく 部員150

創る 部分を 生徒 が 受け 持つ︒ゼロをイチにす

る 作業 が︑生徒 たちにとって最 も 重要 だと 思

神田橋先生 部員数も増えてきたせいもあって︑

うのです︒

ウチにはマネージャーや広報︑映像担当など細

かい役割を作るようになりました︒SNS も頑

画でこのぐらいフォロワー増えました！﹂みた

張っていて︑アナリティクスで分析して
﹁この動

矢下先生 究極的には︑機械や AI にできない

いな新しいこともやってますね︒

ことを人間がやっていかないと︑
と考えています︒

機械が勝てる方法を計算してプログラミングし

たようなショーではない︑意外性や創造性に富

んだダンスを︑生徒には作っていってほしいなと

緒方先生 一つ一つのステップや技ができるよう

思いますね︒

になると単純に嬉しいものです︒それが常に味

なりたい自分がイメージしやすいからこそ︑休

わえることがまずダンスの魅力だと思います︒

みでも練習をしたがる︒例えば︑他競技では部

がしますが︑ダンス部では︑休みに自身がやりた

活が休みになると﹁嬉しい﹂
という生徒が多い気

い練習ができるから﹁嬉しい﹂と言っているよう

に感じます︒また︑作品創りを自分たちで行な

ができています︒
﹁ない﹂ところから﹁ある﹂を作

うことで︑
いくら時間があっても足りない状況

達成感は何物にも代えがたいものです︒

る過程は苦しいものですが︑それができた時の

ダンスとは表現でありコミュニケーション︒

ダンス部の魅力とは︑本気になれる

しっかり役立てているんですね︒

かり使いこなすし︑授業で習っていることを

ていたりして関心します︒IT ツールもしっ

ると︑生徒がマインドマップを描きながらやっ

神田橋先生 ダンス部での話し合いを見てい

うか︒

実践をできる場がダンス部なんじゃないでしょ

います︒その考え方や手法は授業で習い︑その

付く力はまさにアクティブラーニングだと思

話し合って︑皆で積極的に考える︒そこで身に

溢れている活動です︒だからこそ︑皆で真剣に

います︒問題解決学習においての問題が日々

な問題です︒それこそ一日中考えていると思

させるというのは︑部員にとってとても切実

問題︑例えば大会で勝つとかイベントを成功

しまうことがある︒でもダンス部にとっての

てしまうような︑いわば机上の空論になって

実ではないんですね︒その時間が終われば忘れ

合われているその問題は︑生徒にとってあまり切

八木先生 アクティブラーニングの授業で話し

果は大きいと思います︒

上の勉強を生き物にする﹂
という意味で︑教育効

要視すべきだと思うのです︒ダンス部の活動は
﹁机

めでした︒個人的には︑アウトプットをもっと重

トの比重で考えると︑
インプットのウェイトが強

桜井先生 今の教育は︑
インプットとアウトプッ

し合いながら突き詰めていくことができますね︒

できるんです︒ダンス部では︑それをチームで話

認知能力＝数値化できない能力﹂を育むことが

られている能力だと思うんです︒簡単に言うと
﹁非

これって︑今の大学受験や会社の中でも一番求め

的で効果的なやり方を選択しなくてはいけない︒

の方法は多様ですが︑自分たちにとって一番合理

ない︒たとえば
﹁大会で勝つ﹂
という目的に対して

びるかということから自分で考えなくてはいけ

ても確実なわけではなく︑どうすれば自分が伸

思います︒
﹁こうしなさい﹂
という教えが誰にとっ

地がたくさんあって︑それがまず主体的だなと

ころを隠すことができる︒勝つために工夫の余

ダンスの場合は自分の強みに特化して︑弱いと

では︑それを 縮める 目的に向かうわけです が︑

青木先生 ダンスをしっかりやると
﹁伝える能力﹂

とができることです︒

を主張したり︑他者の意見を尊重したりするこ

ること︒他者との﹁関わり﹂の中で︑自身の意見

続けられること︒音楽に乗り︑自身を開放でき

こと︒同じ目標を仲間と共有し︑無限に努力を

緒方先生

ロしていくのだ︒

程や部活動の中では︑他の能力も自然にシンク

だから︑ダンススキルを向上させていく過

#4

すしね︒そして忙しくても﹁コレはやるけど︑
コ

レはやらない﹂という取捨選択も極力やらない

です︒会社ならばそういう選択をすべきなんで

しょうが︑ダンス部は教育現場ですからね︒

ば良い﹂というようなメソッドが確立さ

れていない︒言ってしまえば︑部の運営も練習も︑

すべてゼロからの始まり︒そしてダンスの作品

作 りにおいても﹁ ゼロからイチ﹂
への作業 が非

幕 張 総 合 はコ ー チをつけ ま せ ん︒

常に難しく︑最大の面白さでもあるのだ︒

桜井先生

が成長するでしょうね︒私自身も︑体操競技か

らダンスへ転向したのですが︑その過程で表現

する能力 が自然と身について︑人としゃべるこ

とや関わることが好きになりました︒ダンスを

やることによって︑
コミュニケーション能力が伸

びるのは間違いないと思います︒あと﹁このコ伸

びるな﹂と思うのは︑何かにこだわりを持ってい

るコです︒完璧主義というか︑自分 がこうであ

伸びます︒そして言われたことを理解する能力︑

りたいということを突き詰めていくコは絶対に

その意味を考えながらやれる能力︑さらには状

況を察知して先に動ける能力も重要です︒逆に︑

伸びない子は雑ですね︒それは︑普段の挨拶に

も掃除にも現われます︒
小 さなイベントの 打ち 合わせでも

必 ず 生徒 を 同席 させて︑私ではなく 生徒の口

八木先生

からみんなに伝えるよ うにさせてま す︒現場
の下見などに同席させると︑普段は自信のない
子が堂々とその情報を皆に伝えるようになる︒

桜井先生

その経験で生徒はすごく成長します︒

名の大所帯になりました が︑常に部員一人一人
を大事にする部活でありたいと思っていました︒
部を一つの船と考えて︑部員全員 がクルーとし
て船を漕ぐ意識です︒そして初心者のエネルギー
は部全体のエネルギーになるので︑先輩や経験
者はしっかり見てあげること︒なるべく個性を

験させることなどを大事にしました︒ダンスリー

大事にし︑なるべく多くの生徒にリーダーを経

ダーだけでなく︑運営の責任者︑
イベントや自主
公演の各係
︵音響︑照明︑演出︑その他︶
などなど
がそれにあたりますね︒

教育界で導入が促進されているアクティ
ブラーニングだが︑その授業では課題も
多いようだ︒ダンス部では︑まさにその実践が

と通じるものはありますね︒記録を 争 う 競技

対話的・深い学び﹂なのですが︑ダンス部の活動

矢下先生 アクティブラーニングとは﹁主体的・

あると先生方は語る︒

伸びる生徒は、素直で理解力に長けている

#4 努力・成長・協力

ダンス部は歴史が浅いだけに﹁こうすれ

#3

06
07

ゼロをイチにする作業が生徒たちにとって最も重要

#3 ゼロからイチへ
#5 アクティブラーニング？ ダンス部の活動は能動的学習の実践
#5

2017年、筆者が大阪府立久米田高校を訪れた際の講習に聞き入る部員。彼女

150名を超えるマンモスダンス部、千葉県立幕張総合高校の練習風景。弊誌が一

番最初に取材した学校だが、基礎トレを共同責任としてしっかりこなし、ユニゾ
たちの真剣さ・純粋さ・集中力は、ダンス部でこそ培われたものだ。この経験を、

ンの細部にこだわり、規律と礼節を重んじるその姿は、従来のダンスシーンには
きっと次のステージで活かしているに違いない。

見ないものだったが、逆に「ダンス部らしさ」を感じさせる光景であった。

三重高校OBである神田橋先生は、グイグイと生徒たちの中に入り、一緒に踊り、
一緒に楽しむ。ダンス部出身の若い先生が顧問になり、新しい活動を展開してい
くことが、ダンス部の教育的可能性を広げることにも繋がっている。

スポ ーツ的な側面と 文化的な側面を 併

せ持つダンス部︒だからこそ︑得られる能

り開くお手伝いをしてくれるでしょう︒

桜井先生 ダンスは芸術です︒音楽と同様︑
これ

緒方先生 音楽を楽しんで踊るという行為は︑
的分野を普及すべきだと思います︒できれば一人

教育と社会にはむしろ︑心の健康のために芸術

らは心にエネルギーを与えて浄化していくもの︒

言語活動よりもはるかに古くから存在し︑人間

合わせること﹂ということに気づくだけでも︑充

よりもグループで︒
﹁音楽を合わせることは心を

分に社会で生きていけると思います︒

の本能的な活動だと思います︒教育的な効果は

という欲求はあると思います︒以前︑知的障害

勝止まりが多いのですが︑その時の生徒は卒業

八木先生 久米田高校の場合は︑大会でも準優

もちろん︑何らかの障害のある方でも踊りたい

ありますが︑施設の職員の方も驚くほどに皆さ

を抱えた方々に対してダンス指導をしたことも

結果は結果︑
やってきたことに意味がある︒大学

する頃には結果についてはこだわっていませんね︒

へ進学して就職面接する頃にも︑ダンス部の経験

ん楽しんでくれていました︒どのような形であれ︑

ているものだと思います︒このような面にフォー

ない経験を私たちは持っている﹂
って言ってます︒

を話すことが多いみたいです︒
﹁他の大学生には

にもけっこう受かってますしね︒高校生活に頑張っ

た﹂
という話をよく聞きます︒国公立の推薦入試

神田橋先生 卒業後の生徒には
﹁面接に強くなっ

身体的活動でありながら︑創作の部分が重要で

ダンス部ならではの活動の特徴は︑

ある点ですね︒舞踊だけではなく︑音楽や装飾
たこと︑部活動の内容︑
イベントやメディアへの出

とあります︒お金がかからないし︑どこでもでき

ませんが
﹁ダンスが一番ええぞ﹂
って気持ちはずっ

神田橋先生 他の部活に対抗するわけではあり

で良いし︑
そもそもは遊びの延長だし︑だから自

いただけるようになりましたが︑
もっと軽いもの

ス﹂なんです︒学校やいろんな分野でとりあげて

矢下先生 私の考えでは︑ダンスは
﹁たかがダン

動にはたくさんの話題や経験がありますからね！

文化部に分類したいんです︒

だけど︑芸術性や音楽性も必要︒得点や記録を

ダンスにしばられてどうすんねん！﹂
と言った先

輩ダンサーの言葉も心に残っています︒そういう

由で面白いという魅力がある︒
﹁自由になりたい

考えられる自由がある︒既成概念をぶっ壊して

ダンスは一つのツールです︒未来を切り開くツー

気持ちは忘れてはいけないなと思います︒そして︑

目指すわけでもなく︑
お手本があるわけでもない︒

いく挑戦も面白い︒カラダもアタマも︑ダンスが

界を次に活かしてくれれば良いし︑
もっと追求し

ル︒高校３年間の中で︑ダンスを通じて見えた世

緒方先生 ダンスは︑
コミュニケーションツール

たい人は続ければいいと思います︒

当にたくさんあります︒三重高校の場合︑ダンス
部は文化部にしているんです︒やっぱりダンスは

としてとても有用なものだと思います︒
一度でも

るよりもずっと人間関係が円滑になります︒そ

一緒に踊ればもう仲間です︒それにより言葉で語

ダンスの持つ魅力を発信していくことで︑まだま

れは言語も国境も軽く超えてくれると思います︒

わけでもなく︑高校でダンスやめてしまう

かされていき︑思わぬ形でみなさんの未来を切

だ無限に可能性は広がっていくと思います︒

場合も多い︒しかし︑
その経験はダンス以外に活

ダンス部員は全員がプロダンサーになる

化部総攻撃﹂
みたいなコラボやってみたいですね！

カルチャーだから︒いつか︑
文化部が集まって
﹁文

思いますし︑そこで若者が伸びていく能力も本

一番高度なことをやっているんじゃないかなぁと

勝てる方法をゼロから考えなくちゃいけないけど︑

るし︑
一生できる︒アスリート的な身体性も必要

演︑仲間や外部との関わり方など︑ダンス部の活

のセンスも必要︒だから私としては︑ダンス部は

桜井先 生

を教育活動に活かしていけると思います︒

カスしていけば︑競技だけではないダンスの魅力

自身を表現し開放するという欲求は︑誰もが持っ

#7ダンスで未来を切り開く ダンスは心にエネルギーを与えるもの

#7

08

#6

力や社会に役立てる可能性は大きい︒

身体性と芸術性、カラダとアタマ

#6 ダンス部ならでは

2020
優勝

大阪府立登美丘高等学校

2019
優勝

同志社香里高等学校（大阪）

コロナ禍によりオンライン開催となったこの年。他競技の大会が続々と中止になる中、

得意の高速ワックと音感表現に磨きをかけた同志社香里が初の優勝。北九州市立や

オンラインとは言え大会が開催さるのはダンスだからこそ。開催者の尽力にも拍手！

山村国際もしっかり実力を示し、日大明誠や駒澤などの新勢力も台頭してきました。

今年の夏もリアル開催決定！DCCで「漢字２文字」の表現に

挑む！

POWERED BY ニチレイ「本格炒め炒飯®」
今年もエントリーがスタートしているDCC（全国高等学校ダンス部選手権）。
その歴史と魅力を知って、DCCならではの「漢字２文字」にチャレンジ！

刻印
こくいん

2021
優勝

山村国際高等学校（埼玉）

登美丘の復活や帝塚山の進撃など、関西勢に押されず抜け出たのは関東屈指の実
力校・山村国際。確かなスキルとテーマ表現、DCCに似合う華やかさで７初優勝を果
たした！

決勝は8月24日（水）東京ガーデンシアターだ！

歴 代 優勝校PLAYBACK

ココが違う！ DCCの魅力
信頼できる審査システム
審査員は人気実力ともに認められたスト
リート系のダンサーをバランス良く選定。

扇舞
ジュリアナ

優勝

大阪府立登美丘
高等学校

2
0
1
7

ダンス部史上最大の事件とも言うべき「バブ

2013
優勝

ダンススタジアムに次ぐ高校ダンスのメジャー大会と
してスタートしたDCC。第１回目の優勝は、ストリート
系ダンス部として長年のキャリアを誇る北九州市立。

リーダンス」の快進撃はこの年のDCCの優
勝から始まったのだ。まさに「おったまげ〜」

協賛企業は審査には加わらず、特別賞の

な笑撃インパクトでした！

みの選定になっている。

2014
優勝

情熱
ルージュ

北九州市立高等学校

山村学園高等学校（埼玉）

第２回大会は、会場を代々木第二体育館と大きくして

学生ダンスらしいテーマ表現

の開催。優勝は山村学園、西城秀樹のオマージュ作品

学生ダンスは歴史的に見ても、創作性や

「秀樹」で、DCCらしい華やかさとインパクトという

表現に重きを置いていた。漢字２文字の

方向性を示しました。

テーマ表現とオリジナリティを評価する
DCCはまさに学生らしいダンス部大会な
のだ！

エンタメ度No.1のダンス部大会

DCCを動画やSNSでチェック！ 優勝校の写真や大会情報をゲット！
@dcc̲info̲oﬃcial

@DCC̲avex

＞＞ダンスク!TVで衣装と出場校をチェック

出場順に得点が発表され順位が入れ替わ

出場校の衣装の紹介と作品に込めら
れた想いをレポート！

るイベント進行は緊張感たっぷり。終演後
のDJタイムもダンス本来の楽しさを体感
させてくれる思い出深い体験に！

2018

第１０回

優勝

大阪府立登美丘高等学校

DCCと登美丘の相性の良さを示すように登美丘が
二連覇を達成！ ２位の久米田、
３位の三重と実力派

全国高等学校ダンス部選手権
POWERED BY ニチレイ「本格炒め炒飯®」
■エントリー期間： 6/15（水）まで
■映像撮影提出期間：〜6/30（木）まで
※予選（映像審査）結果発表番組は7/16（土）を予定しております

■決勝大会：8/24（水）＠東京ガーデンシアター
＞＞エントリーは公式HPから
https://dcc.jsda.info

と個性派がぶつかり合う第６回大会。エントリー校も
一気に増えた！

2016
優勝

北九州市立高等学校

2015
優勝

大阪府立久米田高等学校

第４回大会は、北九州市立が３年ぶりの返り咲き。ア

今や全国常連の久米田の快進撃はココから始まっ

ニメーションダンスをスタイルにとり、スマホの着信

た。ピンクと黄緑の鮮烈な衣装に、結んだ髪を振り

音をモチーフにする世界観。ダンスの幅の広さと表

乱し、まさにテーマの「修羅」のごとく、圧巻のパ

現の奥行きを見せた。

ワーでした！

ひや

ビオレ冷シリーズ

暑い夏の練習のお供に！ 全身冷え冷え〜

首にかけられる「冷タオル」、頭や身体に巻いて使える「冷バンド」、1枚で全身の汗をふき取れる「冷シート」、全身の肌に浴びるように使える「冷シャワー」、
たっぷり練習した日の帰宅後や、練習の合間に顔を冷やして気分軽シャキッ「冷メンテマスク」。ビオレ冷シリーズと一緒に、暑い夏も気持ちよく過ごそう！

通信

の

部練習

ンス
年のダ

どんどん進化するポカリスエットの新CM。幻想的映像作品の裏側をのぞいてみよう。

タ

ポカリスエット新CM「羽はいらない」
中島セナが自分のあるべき姿に向かって雲へダイブ！

休
憩
中
ピッタ に
リ！

カ
強いミ

今

ひんや
気持ち り
イイ！

全国
部で
ダンス
愛用者
！
急増中

のせる前の肌温度から

首にかけられる超大判シート
話題のポカリスエット新CM。昨年に続いて、中島セ

−3℃が1時間持続

※

降りしきる雨、ふと空を見上げれば光が差し、道路の向

ティヴによって作り上げられたこの独自の世界観は、み

こうには大きな雲が。

んなのこれからの作品作りの参考になるかもしれない。

個装（1枚入り）×5包
首にかけて使える長さ46cm
の超大判シート。のせる前の
肌温度から、-3℃が1時間持

思い立った主人公・中島セナは車の上を駆け上る。太陽
を浴びて決意を固めた彼女は、雲へ向かって走り出し
た。車や信号機をステップし、雲へ向かって大ジャンプ！
雲の上に立ち、空を見上げる彼女。ふと気づけば向こう
には友達の姿が̶̶「羽なんか、いらないよ。」

続します（※）。厚手のシートに

撮影を終えた中島は、
「本当に楽しかったです。最初

にバルーンを見たときは『すごい！』
しか言えなくて。人

生でなかなか見ることができないものを見ることがで

きて、本当に貴重な経験でした」と話す。

含まれるたっぷりひたひたの
冷却ウォーターが、熱を吸い

CM動画を
チェック！

で 幅 広く評 価 を 得 て い る ラッ パ ー で プ ロ デ ュ ー

的なこの映像は、なんと人工的に作られた45メートル

サーのPUNPEE、そして世界的人気を誇るゲーム

の透明バルーンの中で撮影されたのだ。昨年のCM

『UNDERTALE』の制作者で作曲家のToby Fox

でも巨大セットを駆け抜けた中島セナだが、今回はワ

ポカリスエット

新着 動画

の3人が共同制作を行なった。

三重高校の自主公演

ダンス界でノリNo.1の三重
高 校 の 自 主 公 演レ ポ ート。
オールJ-POPによるストー
リーもの。自主公演作りの参
考になるぞ！

を逃がし続けます。
CM動画 75秒版

集 めるア ー ティストで あるi m a s e 、個 性 的な表 現

雨、雲、太陽、青空、そして中島セナの笑顔が印象

込み蒸発。肌の熱（ほてり）
※27℃の室内で使用した場合

主 題 歌 には 、S N Sを中 心 に 1 0 代 からの 人 気を

「見たことのないものをつくろう」

冷タオル

ビオレ

冷却シート

イヤーアクションでの大ジャンプに挑戦！ 映像と音楽
が生み出すリズム、中島の表現力、スタッフのクリエイ

頼りに
してます！

三重高校

同志社香里高校

ナを主人公に幻想的な世界観を作り出している。

京都文教高校

メイキング動画

未知へ向かって走り出すみんなの未来を映し出し
たようなこの CM、YouTube でも公開されている
ので、ぜひメイキングとともにチェックしてみてほしい。

冷タオルは46cm×23cmの大判シートなので、

シートに含まれる冷却ウォーターによる気化熱の

首にかけておくことができる。肌が熱った休憩中

作用で、実際の肌温度を下げることができる。１

やストレッチ中にかけておけば、ひんやりフレッ

時間乾かずに冷却効果が続くから（※）、練習の暑く

シュな気持ちで踊りに集中できるぞ！

なった頃からかけておけば最後までひんやり！

ま
ただい ン中
ペー

光ヶ丘女子の練習／トーク

キャン

創作ダンス部として全国優勝
した「チーム光」のストイッ
クな 練 習 風 景 。そして 愛と
信頼と祈りに満ちた部員の
トークも！

※27℃の室内で使用した場合

今年の夏は、ビオレ冷シリーズを活用した「＃冷テク」
で暑さと戦おう！

ビオレ冷シートのTwitter

をチェック！

冷タオル1万人にプレゼントキャンペーンや、冷シリーズを活用した
いろんなテクニックな「#冷テク」を紹介中！

①Twitterアカウント「ビオレ冷シート公式」@biorehiyashi_jpをフォロー
②ツイートをRTで抽選で1万名様に「#暑さのプロもつかってる」冷タオルをプレゼント。
さらに300名様には冷メンテマスクor冷バンドもついてくる！

https://pocarisweat.jp/

●天然コットン使用でや
さしい肌触り
●個包装タイプで携帯に
も便利
●無香性

SPECIAL MOVIE公開中！
京都文教ダンス部

汗と笑顔と 冷テク”と

