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「GAMBARE!」MV出演オーディション開催！
  BEST KIDS ACADEMYでは、 4月のレッスンは、「なのはな -nanohana-」が歌う「GAMBARE!」を課題曲とし、歌とダンスのレッスンを全6回実施。その成果をSNS上で発表する取り組みを行いました。

新型コロナウィルスの感染拡大により、休校を余儀なくされた生徒たちが、希望を持ち取り組む事を目的として制作された、全世界に贈る応援ソング「GAMBARE！」

全国16校のBEST KIDS ACADEMYの生徒たちが、この楽曲を通して想いを一つにし、応援メッセージを発信していける様、第2弾「GAMBARE！」のミュージックビデオを制作する事を決定。

その出演者は、4月の成果発表の投稿動画より選出しました。

1次審査は多数の応募者の中から32名に絞られ、審査通過者をInstagramにて発表。2次審査は、自己プロデュース力も加点ポイントとして、衣装をデニムコーデで挑戦してもらいました。

歌唱力・ダンス表現力・キャラクター・自己プロデュース力など様々な観点から審査し、16名の生徒が出演権を勝ち取りました。

 今回代表に選出された皆さんのミュージックビデオは近日公開しますのでお楽しみにお待ちください。また、このオーディションに挑戦してくれた皆さん、本当にありがとうございました。
毎日、この楽曲と向き合い、練習を重ねてくれた姿は、投稿動画からも見て取れました。4月のレッスンは、目標を設定し、課題に取り組み、発表する事を学ぶレッスンでした。これから、最終審査に向かう道のりでも、その先の人生においても、
目標に向かって努力する事はとても大切な事です。皆さんの挑戦は始まったばかりです。これからも引き続き頑張っていきましょう！

見事選出された各校代表の計16名の生徒たちをご紹介します！

■仙台校 ルカちゃん ■東京校 ユアちゃん ■大宮校 ユウヤくん ■柏校 アオちゃん ■横浜校 マサキくん ■長野校 カノンちゃん ■浜松校 アミちゃん

■名古屋校 ■大阪校 アキラくん ■京都校　 サクラコちゃん ■神戸校 レクちゃん ■広島校 リノちゃんハルルちゃん ■福岡校 アカリちゃん ■熊本校 マナキくん

歴代ベストキッズの「今」を紹介していくこのコーナー。
今回インタビューさせて頂いたのは、2014年ベストキッズに選ばれたジョシュアくんです！
現在はフリーランスとしてTVやカタログモデルなどで活躍中です！

ベストキッズオーディション事務局以下︓BKA
ジョシュアくん以下︓J

BKA︓ベストキッズオーディションを受けようと
思ったきっかけは何ですか︖

J︓ステキな写真スタジオで撮影してもらえる
チャンスと思い、親が応募しました。

BKA︓ベストキッズに選ばれた時の気持ちを
教えてください

J︓まさか︕という気持ちで信じられませんで
した。

J︓思い出作りで参加したのがきっかけでしたが、こちらで
選んで頂いたのを機に現在もモデル活動を続けています。

――現在アカデミーに通っている方の中にも、もしかしたら
ジョシュアくんと同じきっかけの方がいるかもしれませんね。
皆さんもレッスンを通して、興味のあること、得意なことを見
つけてみてください。――
BKA︓ベストキッズでの活動で一番楽しかった思い出を
教えてください

J︓どれも楽しかったです。活動を通してお友達がたくさん
出来たことが何より嬉しいです。

――どの年代でも、グランプリのみんなの仲
がとても良いです。また、そんなみんなの姿を
見る事がいつも微笑ましく、“お友達が出来
たことが何より嬉しい”と答えてくれたジョシュア
くんの言葉がとても嬉しく思います。――

BKA︓ベストキッズでの活動で一番大変
だったことは何ですか︖

BKA︓今の活動について簡単に教えてください。

J︓特に無かったです

J︓現在もマイペースにオーディションなどに挑戦
しています。

BKA︓今の活動で一番印象に残っていることは何ですか︖

J︓ひとつひとつの撮影の裏側でたくさんのスタッフさんが関わり完成させていく過程
を間近で見られることです。
――たくさんの経験を積んできたジョシュアくんだからこそ、出る言葉だと感じました。
また、その作品を作っている一員であるという意識もしっかり伝わってきますね。――

BKA︓ベストキッズオーディションに挑戦するみんなに向けて、何か一言お願いします。

J︓新しい経験を楽しんでください︕

まだ若干10歳のジョシュアくんですが、自分のペースでしっかりと歩んでいる大人な印
象のインタビューでした。
これからのジョシュアくんの活躍にもご注目ください︕

【活動実績】

≪CM≫

・日産セレナTVCM
（平成29年春～31年春）

≪TV≫

・Eテレ「えいごであそぼ」マンスリーソング
（平成28年1月）

・NTV「世界一受けたい授業」再現ドラマ
（令和2年3月）

≪スチール/カタログ≫

・UNIQLO
・GU
・Columbia Sportswear
・Zoff
・日生協すくすく応援団
・千趣会ベルメゾンチャイルド
・スーパースポーツゼビオ
・LEGURUS
・BeBe
・Hiking
・ARCH&LINE

Production's Voice

常に新しい人材を探し育成していくことが後にエンタテインメントの
世界を盛り上げていくことに繋がると思っております。
夢を追いかける皆さんの中から、共に一緒に盛り上げてくれる人と
の出会いがあることを楽しみにしております。
諦めないこと、くじけないことで道が開けていくと信じています︕
応援しています︕またお会いできるのを楽しみにしております︕

新人開発スカウト担当の小山知子です。
EXPG STUDIOとは、㈱LDH JAPAN
のグループ会社でプロのアーティスト、ダン
サー、アクターを育成していく本格的なス
クールとなります。

■札幌校 イチカちゃん

■松山校 コマチちゃん

GAMBARE!

Representatives from each school

What’s the point?

今月は『GAMBARE!』のミュージックビデオ
出演インスタオーディションの特集をさせてい
ただきました。選ばれた16名の皆さん、おめ
でとうございます！これからミュージックビデ
オの制作に入っていきますが、練習を重ねてキ
レキレのダンスを見せてくださいね！ベストキ
ッズアカデミーの代表として全世界に応援メッ
セージを届けましょう！

Grand Prix
ベストキッズグランプリ2019を今月も数名ご紹介致します！
最終審査までの心構えなど、是非参考にしてみて下さいね！

Q1.グランプリになって一言お願いします。
Q2.ベストキッズアカデミーで身につけたスキルもしくは自信になったことは何ですか?
Q3.最終審査の時に一番気を使ったところはありますか?
Q4.最終審査を目指す皆さんにアドバイスはありますか？

【レントくん】
A1. オレ緊張しないです！

A2. 身に付いた事は一生懸命
自分なりに取り組む事が出来
る様になったかなと思ってい
ます。

A3. 衣装は本人の個性を出せ
るようなファッションでかつ
逆に後ろ姿のスタイルにこだ
わりました。
緊張もあったかと思いますが
本人も自信満々で挑めたよう
でした笑

【ミオちゃん】
A1.「グランプリ嬉しい！
ヤッター！！」

A2. 自分という人間をもっ
と好きになりました！

A3. 自分らしく、自然に、
着飾らないことを意識しま
した。

【ミオンちゃん】
A1.「1年間楽しく頑張
りますのでよろしくお
願いします！」

A2. 家でも楽しくウォ
ーキングやポージング
の練習をするようにな
りました。

A3. 怪我と風邪をひか
ないように気をつけま
した。

【マシロちゃん】
A1. モデルさんや色
んな事に挑戦して頑
張ります！！

A2. 人前に立ってみ
んなに見られること
で度胸がつきました
！！

A3. 笑顔を忘れない
事とポーズを覚える
ことです！！

【ヒロトくん】
A1. 何事にも挑戦させ
ようと思いますので
よろしくお願い致しま
す！

A2. 人前で発表したり
することが平気になり
ました。

A3. 間違えても良いか
ら、元気良くランウェ
イを歩こうと思ってい
ました。

【ウメノちゃん】
A1. 今年はたくさん
新しいことにチャレ
ンジしたい！

A2. 人前に出る事に
対して自信がつきま
した。

A3. 自分らしさを出
し、楽しむこと！

【ジンくん】
A1. かっこいいモデルさんにな
る為に身長を伸ばす努力をして
います。これからも沢山勉強さ
せて頂きたいです。どうぞ宜し
くお願いいたします！

A2. 待つと言うところだと思い
ます。人数が多いレッスンの中
なかなか待つ事が出来なかった
のですがレッスンを積み重ねて
いくにつれて出来るようになり
ました。

A3. 自分らしさを出し、楽しむ
こと！

【ユアちゃん】
A1. YUAです。大きくなったら
人魚かプリンセスになります！
よろしくお願いします！

A3. いつも通りにできるように
何より楽しんでできるように心
がけました！

A4. 大きな会場と雰囲気で圧倒
されてしまわないよう、頑張っ
てなどではなく「楽しいね！」
「わくわくするね！」などの言
葉で気持ちを盛り上げてあげる
といいと思います！

BKA︓ベストキッズオーディションを受けて変わったことはあ
りますか︖

「宴座」「豆柴Collie」などのボーカル
ユニットで活躍。
その後、俳優業へも活動を広げ、
『レ・ミゼラブル』『エリザベート』
『オーシャンズ11』などのミュージカ
ルや『ショーシャンクの空に』などの
本格的なストレート芝居等、舞台や映
像作品に多数出演。

おはようございます。演技講師の角川裕明です。
オンラインでの演技レッスンはいかがでしたか？

さて、今日は演技が上達するためのとっておきのコツ
をひとつ、皆さんに教えちゃいます！！

それは・・・「楽しむ気持ち」︕︕

「遊ぶ」を意味する英語の “play” には、「演じる」と
いう意味もあることをご存知ですか？

これからも「遊び心」を忘れずに、楽しく演技の練習
を続けてくださいね！応援しています！

Letʼs enjoy playing!!

2012年、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて
初監督したミュージカル映画『ユメのおと』が短編部門グラン
プリを受賞。
現在は監督作のミュージカル映画『とってもゴースト』が劇場
公開中。
また、歌や演技講師としても積極的に活動し、
複数の学校やスクールで教鞭を執りながらミュージカル俳優の
育成にも力を入れている。
「GAMBARE!」の楽曲ディレクションと作詞を担当。

投稿期間中はSNSに投稿されてくる動画を見て、本当に皆さん
の頑張りや想いが伝わってきて、日々元気をもらいながら過ご
していました！
今後もこのようなオーディションを開催していきますので、そ
の際は皆さん是非挑戦してくださいね！[BKA事務局　小林]

■角川 裕明氏


