
壕 ひ党軋Q&A
†あノウイングおじさんぼ聞ι}マみよう〃

Ql:母国語が英語でなtl方でも、上手な英文が書け7のでしま)が ?

―― ダンスウイングは、最近では英文頁も多くなり、この日本の小雑誌が世界で売れてくれると

いいと思います(海外にはこういうものはないでしょう?)。

その英文について質問です。52号の (海外選手レポートの)フアプリチオ&クラベ回は母国語が

英語でないと思われますが、なぜこんなにいい英文が書けるのでしょうか? ダンス選手といつて

も、世界で通用するにはダンスの他にも勉強することが沢山あり大変ですね。鰊京都練馬区のKKさん)

踊り13直接関係する質問ではありませんが、同じ疑間t持たれ7t)る 方が

周りIC t tlま したので、答えさせ7頂 きます。

当然ながら海外にも社交ダンスの雑誌は

ありますが、バイリンガル(2カ国語)に近い物

としてはダンスウイングだけかも知れません。

本誌に掲載される写真は、ダンスシーンのみ

ならずドレスもヘアーも素晴らしいクオリティ

だと自負しておりますので、それを世界中の

ダンサーにお届けしたいと思つたのが英語を

取り入ねるきつかけとなりました。さらに、海

外のコーチヤーや選手達から頂いたコメント

はダンス界の宝だと思いますので、国内だけ

ではなく世界のダンス愛好家の皆さんと共有

すべきとの思いで原文を掲載するようにして

います。

海外から寄せられるレポートや観戦記事に

は、英語を母国語としない方からの原稿も少

なくありません。そこで、私たちの最初の作業
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は自分たちの理解と英語監修のジェフさんの

理解が一致するかどうかを話し合い、執筆者

の意図を正しく読み取るようにすることです。

その上で、英語的な誤りがあればジェフさん

に最小限の訂正をしてもらい、執筆者の了解

を得るようにしています。その際、編集部のス

タンスとして、英語が正しい正しくない以上

に、執筆者が好まれる表現方法を最優先する

ようお伝えしています。そのようなワケで、掲

載されている英語は英国人の方でもきつと違

和感なく読んで頂けるのではと、そう信じて

おります。

日本語翻訳は、その作業と同時並行でどんど

ん進めていきます一一とお伝えしたい所です

が、力量不足で、文章の意味は理解してもな

かなか日本語にならず、何日も悩むことが

多々あります (泣 )。 更に勉強していい翻訳を

目指しますので、これからも応援して下さい |

Q2:フ ェデー・ステソフ0の 2歩 目の踊り方が “Q"カ ウントより

長く見え7のは気のせt}?

―― ダンスウイング付録のDVDはとても勉強になり、毎回楽しみにしています。さて、53号のア

マ・ライジングスターのスタンダードでスローを見ていた時、フェザー・ステップの 2歩目の踊り

方が “Q"カ ウントより長く見えた気がするのですが、私の勘違いでしょうか? もし勘違いでなけ

れば、それは正しい踊り方なのでしようか、教えて下さい。ぃ玉県朝霞市のSさん)

カウントの長さぼ変イヒtっ ける表現方法もあるんです。

こ質問有り難うこざいます。初めにアレック

ス・ムーア氏の著書「ボールルーム ダンシン

グ」に書かれてしヽるフォックストロットの特性

をこ紹介しましょう。そこにはこう書かれてしヽ

ます一一『大きく、流れるような、完璧に滑らか

なステップをするのが特徴的です。ゆつくりと

流れるように、そして、慌しさを見せないため、

ゆつたりとしたムーブメントとコントロール

が要求されます』一一と。

さて、こ質問の件ですが、フェザー・ステップの

基本カウン トは “SQQ"です。しかし、それを

あなたが見えたように “SS&"と 踊つても同

じ4拍 (SQQ=SS● を使つていることに変

わりはありませんが、二つを比べると後者のほ

うが「ゆつたり」と見えるのではないでしょう

か? このように、第lQを長めに取ることで
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ウイングみbれの“ちょ3魂 "講座″

「ゆつたり」みせようとするのはその踊り手の

「表現方法」で、初めに述べたスローの特徴を

より表現していると思います。

こうしたカウントの長さに変化をつける方法

は、実際、色々な所で使われており、あなたも

ワルツのナチュラル・スピン・ターンで2歩 目と

5歩目を少し長めに使つていませんか?

また、タンゴのフアイブ・ステップ“QQQQS"
を“QQS&S"と踊る人もよく見かけます。

もし、いつも同じカウントでつまらないと感じ

た時は、こうした手法で表現の変化をつけて

みてはいかがでしょうか。スローのベーシック

でゆつたり感を演出したいなら、先ほどのフェ

ザー・ステップを(SS&)と 踊り、続くリバース・

ターンを(SS&SS&)と表現することもでき

ます。特にフェザー・フィニッシュは(SS&)の

感じで踊ると、次のスリー・ステップが走らな

くてすむという大きなメリットがありますので

お奨めです。お役に立ちましたか?

ウイおじの

;猛《
麟Ittltti

このコーナーに質問をよせて頂いた方、励ましのお便りを下

さつた方の中から抽選で2名様に、ウイおじがバッキンガム宮

殿に付随するお店で購入した真つ赤なショッピングパッグを差

し上げます。お洒落で可愛いですぞ! 欲しくても欲しくなく

ても関係ない「押しつけ」なのです! 当選者発表は発送を

もつてかえさせて頂きます★

〒120-0035
東京都足立区千住中居町29-20-3F
ダンスウイング「ウイングおじさん」の係まで。

鱚 莉鋏魏鋏蒻顆熙鵞鋏彎襲‡鰺鼈蝙欲鰤鶉躙楊魏靱鋏懲嘗難輻鰺鼈蒻輻鰊蝙鼈隋鰈蘊鰊欲靱躙躙躙

あなたの個性を
一荻娃 地から演出いたします
Maた :ng Fα bric Cο me Tο Lifθ

≧ 善
|ヽ力岬‐号

至史繁書

◇英国感覚のモダン・ラテンドレスオーダー ◇体型を考えた11でのドレスオーダーが可能です。
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壕 ひ党浴′英会話

‐
才あ 中 1英語で世界へ飛ひ出た,

『Theプメ出し Storyノ (セの(

ロンドンにやつて来て、ダンスを習い始めたミン

アルナス先生にスローフォックストロットのリバ

見て頂いたら、「ワルツ風に踊るなぁぁ!」と怒られてしまいました。くすん(泣)  静

そこでアルナス先生の熱血レッスンから問題です。

下記の会話の空欄1～ 5に当てはまる、適切な英語を書き入れてみましょう。

Minmin

Arunas

Minmln

Arunas

Minmln

What's(1   )with me?
何がだめなんですか?

lt's about your rise and Fall!

君のライズ&フォールだよ !

???

ln Waltz,you(2    )tO rise at the end of l,and(3   )to ttse On
2 and 3.But in Foxtrot,you rlse at the end of l,(4      )on 2 and 3.

丁he rise has been already completed at the(5      )of 2.

ワルツでは1の終わりにライズし始めて、2、 3でもライズを続ける。でも、フォックストロットでは]の終わりにライズ

したら、2、 3ではアップだ。つまり、2の始まりでは既にライズは完了しているんだよ。

l see!!

なるほど―-1

6u!uu!6oq 9  dn シ  enu!luoo 8 1Jels/eoueuJШ 00 z  6uoJAA L(γ 螢認)

※このお話はフィクションです。実在する人物や団体等とは―切関係ありません (笑 )。

畿籠凸黎 祠 鰈 諫 鰊 躙 晰蘊 祠 黎

/・メーカーど販だから、毎″ロープライスノ

◎◎◎◎
特注品、フォーメーション衣装承ります

フラメンコ衣装
フラデン入 衣装
カラオケドレス

・レ証ン一イ軋獅軸ン
ダ

＼叉
| ＼

111『leJHI疇
“

園 回 順 勤 劃 コ
TEL 049-225-1540 TEL 049-224-3324 TEL 048-831-8413 TEL 048-645-7225
り‖越市脇田田1103   り|1越 市仙波町2-5-12 さぃたま市浦和仲町1-5-8 さいたま市大証蠅 2‐ 71シオン大宮lF

TEL 042-726-2395
1103 町田市森野1‐ 37‐ 10町 田ビル5F

吉祥寺店雇蓼〒TJ掴
より
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ウイングみじ嗽つ“ぢょ3うと"講座P

写写箋「菱コフ111ド
肩こりにも効く! 姿勢を正すストレッチ

姿勢は、ダンサーにとつてとつても大切です。今回は、素敵な

姿勢をグットできる気持ちの良いヨガのポーズをこ紹介しま

す。毎朝寝起きにやってみて下さい !

1うつぶせに寝て、足は伸ばし、つま先をそろえます。

2手を胸の横に置きます。手のひらは床につけて下さい。

3息を吸いながら両手で床を押し、上半身を持ち上げ、胸を前に

押し出します。

(背中、お尻、ももの内側の筋肉を使つて、肩の力は抜きます。)

4自然な呼吸をしながら、そのポーズを20～ 30秒キープしたら、

息を吐きながらゆつくりと2の姿勢に戻り、額を床につけリラッ

クスしましょう。

An eXercise for g00d pOsture!

Posture is very important for dancers.Good
posture looks very beautifu!.Now this time,

let's try a comfortable Yoga pOse which
enables you to get a g00d posture.Please try

to do it every morning.

l Lie face down with yourfeet together and yourtoes

pointing behind you

2 Place your hands flat on the fioor close to your

body and beside yourrib cage

3 As you inhale,gently push with your hands,lifting
your head and chest offthe ground and tilting your

head back

(Feel your chest rnoving fon″ ard as we‖ as upwardi

thiS IA71‖ help you keep from straining yourlower

back)

4 Hold the pose anywhere from 20 to 30 seconds,

breathing easiy Release back to the floor with your

exhalation

Who's CEOFP
我がダンスウイングのスーパーバイザーである、Geof(ジェフ)さんの素顔をこ紹介するこのコーナー。

はて、日本食は外国人の口に合うのだろうか・・・? そんな疑間を抱きつつ、彼に日本の食べ物に

ついて聞いてみたら、こんな名言が飛び出したのです。

Q:VVhat is your fa∨ ourite」 apanese food?
(好 きな食べ物はなんですか?)

A:Pretty much e∨ erything except Natto and

And Tofu,it's waste of time!
(納豆と餅以外は何でも好きだよ。豆腐つて時間の無駄だよね。)

何でもチャレンジで食べてみる Geofさんですが、納豆は「あり得ない!」 と豪語していました。豆腐は、味

も噛み応えもないから時間のムダなんだそうです。他にも好き嫌いがあるようなので、次回へ続く☆
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壕 ひ党絣パリ■―ション
初・中級レヘルの人t対象13、 ぢょ3っとだけ“キラリン"と輝くアク型ントのつし)た

ノヽリエーションt街届けする新企画。すあ′みん誉で踊っ7みよう′

■ノヽり]トション5 Lngo(初級) 絣三繁′多鰍 批 ●たR鶉 焉 ≦ぶ占蒼易暑省冨

:i=:1議 1磯て集鶴1議修わ:等鶉楼鷲)|: |カウント|

1-2
壁に面して左足から2ウォークス(SS)を踊り、右足の上で S'カウントを使つてPPになります。ブログレッシフ

リンクを使わないでPPになる所がミソです。
SS&

3-5
LODに沿つてプロムナードリンクの3歩を踊り、女性とスクエアに戻り、壁斜めに面します。3歩目の男性左足は

タップするだけです。
S CIQ

6-9 すかさず、壁斜めに回転の入らないフォー ステツプに入り、中央斜めに進む形で終わります。 Q Q QCl

10～ 13 左足から中央斜めにクローズドプロムナードの4歩を踊ります。 S CIQ S

14～ 19
オープン リバース ターン、レディ アウトサイド、オープン フィニッシュをします。今、男性の右足は女性の左ア

ウトサイドに出ています。

QQS
CIQ S

20～ 25
そのままの形で、ロック ターンの2～7を踊ります (左足～右足～左足のロックをし、右足後退からクローズド

フィニッシュします)。 最後に両足を閉じた所からS'で PPになり、次のフィガーに入りましょう。

CIQ S

CIQ S&

■ノヽりl_―ション6 Samba(初・中級)
1月 の∪Kオ ープンで見事4連覇を果たしたマイケル&ジ∃ア

ンナ組ですが、チャンピオンヘの道にはベーシックの練習が

かかせません。そこで、彼らがチャンピオンになる前に収録さ

れた「ボデイベーシックJ(定価3500円 )か ら16小節を抜き出し

てみました。

:な蘭薮| 1議:臨|1楽接1票澪¢魏 1海ウ繁|

2 左右のサンバ ウイスクを踊り最後にPPになります。 la2 2a2

1 PPでサンバ ウォーク la2

l サイドサンバ ウォーク la2

2
男性左手と女性右手のホールドになり、シャドー ボタフォゴを踊ります。最後はお互いに少し相手の方に回

転し、次の用意をします。
la2 2a2

2 男性は女性を自分の前を通しながら、左足から右へのトラベリング ボルタを踊ります。 la2a2a2

2
男性は女性と入れ替わるように、右足から右へのトラベリング ボルタを踊ります。(メモ)時には、トラベリン

グ ボルタをスクエアで踊り、かつ、5～7歩 目をボタフォゴにして 'キ ラリン"と光る変化をつけてみましょう。
la2a2a2

1 左へのサンバ ウイスク la2

3 男性右足から壁 (あるいは壁斜め)にナチュラル ロールに入り、3小節踊り、中央斜めに背面して終わります。
S Q Q S CICl

SQQ

2 男性左足後退からのバック ロック、そして右足後退からのパック ロックを踊ります。 SQCISQQ

左足後退からのベーシック ムーブメント、あるいは、中級レベルの人はプレイト等につなげましょう。
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