
北海道のオホーツク海を眺めながらすくすくと育ったウイングおじさん。「田舎町だから遊び場
がどこにもなくてさ。仕方なく流氷にのって遊んでたら、流されそうになっちゃったんだよ。」(←

ホントかなぁ?)と ゆ―わけで、都会では味わえない遊びも知り尽くしているウイおじ。そんなこと
まで知ってるなんて、流石です(しみじみ)。 by不肖トチヤ

スローの ターンがスムーズ
:13出

来ません。

一― 私のヒール・ターンができていないのか、男性はリバース・ターンの 1の終わりでのライズがと

てもやりにくいようです。解決策を教えて下さい。男性にも女性にも問題があるあさ峰ゃ ねft
(山 口市 のTYさん )

・・・t'■ ||:|‐ |‐

‐
||

11_:|ァ イデァtt)く っか

= ;‐
ご紹介しましょう。

お便りありがとうこざいます。『問題は自分に

もあるかも』と考えるのは、上達に欠かせない

賢明な考え方と思います。さて、実際の踊りを

見ずに回答するのは無謀ですが、役立つかも知

れないアイデアを紹介します。

まず、男性の踊り方から 一一

1 1の終わりでライズではなくアップです。

ここをワルツのナチュラル ターンの 1～ 2歩

目のように遠くの方に徐々にライズする感覚

で踊ると、女性の 2歩目が開いてしまうので

注意が必要です。1では急激なライズからアッ

プになり、2歩 目の間もその状態が保たれま

す。この 『急激な』とは、「 1のステップをす

るや否や急いで」と言う意味ではなく、「ライ

ズが急勾配」の意味で捕えると良いと思いま

す。

個人的にお薦めするのは、1歩 目の上で心持

ち長めにフラットにいようとすると、女性が

ヒールに乗つてから更に後ろへ行き過ぎるの

を防止できる気がします。そこから一気にアッ

プの状態にもつていきます。

2 女性に1歩 ロヒールに乗つた所で止まつても

らい、彼女がヒール ターンできる場所を確

認しながら、男性の2歩 目の場所を見つけま

しょう。

次は女性です ―一

3 まず、一人でヒール ターンできるようにな

ることは絶対条件です。練習時、気をつける

ポイントは、

C上体と顔の関係を保つたまま、1歩目はまつ

すぐ後退してみてください。左回転を意識

すると上体が捻れたり、顔が体より左を向

いたりしてしまいます。また、この後退で

トウを内側に向ける、トウ ターン・インの

方法を教わることがありますが、これも適

度にやらないと上体が右に傾きつつ捩れる

ことになります。もしこの解決策を探して

おられたら、トウを少し外側に向けて後退

すると、安定したヒール ターンに入れる

と思います。

② l歩 目右足に体重が移動しかかった時、前
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にある左足はヒールになつていることも絶対

条件です。トウやボールだと体重が前に残り、

男性の前進を邪魔してしまうからです。

4 -人 で踊れるようになり、男性と踊る時は

「ヒール ターンしようと思わない」ことです。

しようとすると積極的に左足を引くため、男

性を引つ張つてしまいます。ここは内回りで

すから頑張らないのが賢明です。フェザー

ステップ最後の左足の上にいながら、男性が

出てくる分だけ右足を後退しようと心がけ、

Q2:「 リノヽ―ス アロムナード・リンク」…・?

1歩 目右足に乗りながら左足 (今、ヒールに

なつています)の力を抜き、「どうぞお好き

な所に私の左足を連れてつて」とでも考えな

がら放つておけば、綺麗なヒール ターンが

出来ると思います。

”４
』
。フ幾
。

ど

果

あ

足

直

結
　
　
左

に

一一 サークルでタンゴのレッスンを受けている時、先生が「リバース・プロムナード・リン数」

というステップ名を言いました。踊り方からすると、プロムナード・リンクだと思うのですがヽ
‐

そういうステップはあるのでしょうか?(西東京市のKさん)

リンク」です。

問題のフィガーでは中央斜めに進んで行つた

と思うのですが、それはプロムナード・リンク

です。しかし、 STDの 教本のプロムナード

リンクの項を開くと、『中央斜めに進み、3歩 目

で男性が中央斜めに画して終わる形の踊り方を

リバース プロムナード リンクと言う』とあり

ました。リバースがつく理由として考えられる

のは、このフイガーを中央斜めに踊る場合、男

性が “左"に
回転 (1/8回 転)し なければな

らないためと考えられます。LODに沿つて踊

る場合は “右
"に 1/8回転か、回転しない形

で踊りますからね。参考までに、 DttAの 教本

にはリバース プロムナード リンクの表現は

ありませんでした。

饂灘 、減 フォーメーシ溝ン等
オいダ凛輻ご隧賤

職詭ゝJ砕
繹 |ト

薫倅意す。
鰈 鑽 喩

TEL 03‥5953-5591 FAX 03¨ 5953‐ 5592
東京都豊島区東池袋423-6 ドミー池袋210号 (オフイス206号 )

0営 業時間:1000～ 1900(平 日)、 1000～ 17:00(土 曜)定休日:日 曜祝祭日
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‐■   靱
「

今回は、DVD付録のレクチャーで度々出てくる
needのレッスンから始めましょう。
さあ、いつものように見て、聞いて、声に出して、Let's study!

〈need=～が必要である/need to十動詞 =～する必要がある〉

♪P ease come on backto me l'm lonely as can be l

need you ♪byビートリレズ

この歌詞の中のl need youは 、「君が必要だ!」 という意味です

が、need to+動 詞の場合、例えば

l need to study more about danceと 言つたら、「私はダン

スについてもつと勉強する必要がある。」という意味になります。

友達と電話中、もうそろそろ切りたい…。そんな時には、

「Excuse me,butl need to gO nowI」 (悪いけど、もう行か

なくちゃならないの。)なんて表現も使えますよ。

□輌郡雛子藤う副
RIM鯰削灯始

`め
1き難

'で

1通|して
'見`る

(分|が5:憲|く

'で 'む

tヽい|ん|で|す)=
熙嘔鰈鰈赳次鮭目,本語訳|を選いてみるゎ

`
靱 再び英1語で昂て潤ルヽて,みるお|

以下のレクチャーの一部を、繰り返し音読してみましょう!

As a matter offact,lthink that dancing in many,many ways is a nlirrorimage of:ife in general.

実際のところ、ダンスはいろいろな意味で、私達の誓段の生活の年のように思えます。

And in that sense,:f we talk about our dancing children,they need exactly the same thing needs

to be done there.

そういう意味で、ダンスをする子供について、今話してきたことと同じ教育が必要になるでしょう。

They need to be strong and for surei

彼らも運しく育たなければならないのですから。

They need to be independent.

独立しなくてはならないのですから。

輻輻隋量     躙躙躙鶉鰈輻輻輻蒻 黎蜀‡酪鰈靱躙輻輻鼈輻靱輻躙輻靱躙
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They need to be able to stand on their own legs,their own h″ o feet,and be independent,

自分の両足でしつかりと立ち、独り立ちできなければならないのですから。

They need to have certain principals that are not arguab:e.

曖昧なことではなく、しつかりとしたルールを。

『Be動詞の使い方』
This is a pen!「 これはベンです!」          t._
皆さん1度くらい聞いたことがありませんか!?      =′ :‐

このiSを Be動詞といいます。Be動詞には3つあり、主語にようて●:

使い分けます。いずれも、日本語の「～です」にあたります。

You're/They'reYou/They
She's/He'sShe/He

あなたの個性を
一荻娃 地から演出いたします
Mα た

`ng Fα
bric Cθ me Tο Lげθ

◇英国感覚のモダン・ラテンドレスオーダー ◇体型を考えた上でのドレスオーダーが可能です。
,1葉

=:11
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ティータイムが大好きなイギリス人。

そんなお茶にまつわるBe動詞を使つたかわいいフレーズをご紹介します。

YOu're my cup ofteal

直訳は「君は僕のお茶だ!」 。でも、これは「君は僕のお気に入り」という表現。

え、お茶だけじゃ寂しい?じゃあケーキもつけちゃおう!

lt's a plece of cake!

直訳すると、「それは一切れのケーキです」。でもこれは「簡単だよ!楽勝 !」 という表現になります。

ケーキセット、お待たせいたしました !

お題:September issue(9月 号 )

フアッション雑誌の9月 号は、年間を通して最も重要だと言われています。

フアッション雑誌のバイブルとも言われているVogueと言う雑誌の9月 号は群を抜いています

が、例えば2007年の9月 号は840ペニジもあり、重さにすると2キ ロ! しかしその内のフ27
ページ(全体の87%)は広告だつたそうです。WOW!

The Septemberissues of the wo‖ d's fashion magazines are the mostimponant Ofthe year Even Vogue maga―

z ne,consldered to be the fash on bible,nses tO the ocassion wlh a bumperlssuo ln Septemben As an examp e,

their September 2007 issue had 840 pages,of wh ch 727 pages(87%)

were advenに ementsl and weighted a back breaИ ng 2鳳 bsl WOW

吉祥寺店雇募〒夢
J掴より

TEL 049-225-1540 TEL 049-224-3324
川越市脇田町103  川越市仙波町2-5-12

TEL 048-831-8413 TEL 048-645-7225
さいたま市浦和伸町1-5-8 さいたま市大宮区仲町2‐ llシオン大官lF

TEL 03-3559-6534 TEL 042-726-2395
東京都板橋区高島平2‐ 23‐ 1‐ 103 町田市森野13710町田ビル5F
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