
そ、違和感がなく
なるんじゃないかと
思います。これが型をは
ずして自由にやってくださいと言わ
れると、もうぐちゃぐちゃになります
よ。

—お客様へ一言。

姜鵬：私は日本で変面を知ってもらいたい
と思って、長崎に来ました。次は日本の踊りとかと一緒にやっ
てみたいという思いはあります。『からくり人形』は中国と日本
の文化をあわせた新しい取り組みです。ぜひたくさんの人に
観にきていただいて今回の取り組みがどうだったのか判断して
もらいたいと思っています。
正邦：新作ってじつは難しいんですよ。狂言の台詞のテンポっ
て遅いので、だいたい戯曲を書いてこられて、狂言に訳すと1
時間くらいかかることが多い。それと、どうしても理屈っぽくな
りますね。今回の『からくり人形』は30分ほどで、話もシンプル
なので、狂言を初めてみる人にはみやすい内容だと思います。
まずは『からくり人形』を楽しんでもらって、そこから興味が広
がり、最終的には狂言の古典の作品を楽しんでほしいなと思っ
ています。
村上：読み合わせが始まったときから、もう単純に感動してい
ます。台本を渡した時点で、すぐに立ち稽古が始まるというそ
の進みの早さにも驚いたけれど、物語が立ち上がったときから
早く観ていただきたいと思い続けています。『からくり人形』は、
こどもも大人も楽しめる内容なので、ぜひ家族で観にきていた
だきたいです。
正邦：うん、この作品は、ぜひ小学校や中学校の鑑賞会とか
でやってほしいなあ。狂言にも変面にも興味をもつ、まず最初
のね、古典芸能への窓口になる作品だと思う。日本津々浦々、
中国でもやりたいよね？
姜鵬：はい、狂言との新しい文化交流を中国の人にもみても
らいたいです。
村上：いい発信になることを期待しています。

創生劇場

長らくあたためていた企画なので、実現するのが楽しみです。たくさんの人に観ていただ
きたいですが、いちばん楽しみにしているのは実は私かもしれません。

萩原麗子（プログラム・ディレクター）

五感で感じる和の文化事業

「伝統」と「革新」は表裏一体。伝統芸能はその時代の世
相や思想を反映させ、常に変化しながら現代に伝え

られてきた芸能です。型を守るだけでなく、時を経て変わるべ
きものと変わらないものをよく見極めながら、新たに創作する
ことによってその時代の息吹が吹き込まれます。

創生劇場「Traditional Trial」では、若手実演家とともに伝統
芸能から新しい表現や創作を模索していくことを試みます。2
月には♯1「歌舞伎舞踊×西洋音楽ピアノ」を開催しました。そし
て3月30日には♯2「狂言×中国変面」を開催します。

♯2では、狂言と変面のそれぞれの舞台だけでなく、狂言×変面
『からくり人形』を創作上演します。戯曲および演出を担当する
関西の若手劇作家・演出家の村上慎太郎氏、出演する狂言師の
茂山正邦氏、今回の創作のために長崎からお越しいただいた
変面師の姜鵬氏に、公演へ向けての意気込みを聞きました。

―変面をみた感想を教えてください。

村上慎太郎（以下、村上）：長崎の宴会場で姜鵬さんの変面をみ
て、とにかくびっくりしました。食事をしながらのショーだった
ので、最初はお客さんも集中していなかったのですが、姜鵬さ
んが音楽にあわせて目の前で面を変えていくと、すこしずつ盛
り上がり、最後は会場の一体感がすごかった。
茂山正邦（以下、正邦）：僕も映像ではみていましたが、稽古で
目の前でみてたら、スピーディーで踊りもすごい。狂言の舞と
はテンポがちがうんです。稽古中なのに、僕も茂も完全に観客
になっていましたね。素直にすごいと思いました。
姜
きょう

鵬
ほう

：ありがとうございます。私は長崎に来て7年くらいになり
ました。長崎は「ランタンフェスティバル」もあって、変面を披露
する機会は多いです。日本で中国の文化である変面をもっと
知ってほしいと思って活動しています。

―今回の「からくり人形」について教えてください。

村上：京都芸術センターから「狂言と変面をあわせた作品
を創りたい」と依頼をうけました。変面は踊りなので、芝
居の狂言とどうあわせていくか。変面をどう扱うかが重
要だと思いました。

変面はね、写真でみると、僕にはなんだかお人形さんに
みえたんです。そして、そんな人形を集めている大名がいる
という設定が浮かんできた。僕の狂言のイメージは、間抜けな
人とか、見栄っ張りとか、ちょっとおもしろい人がでて
くる芝居。そんな人たちが出てくる物語にしよう
と思い、姜鵬さんにも「からくり人形」という
ひとつの役を演じてもらうことにしました。
姜鵬：私はコラボレーションに参加するの
は初めてです。もちろん、からくり人形の

役をすることも。中国では変身できる要素って神様なんです。
変面も中国の歴史のなかのひとつの文化で、今回は、それに
狂言をあわせて作品をつくります。これ、変面の歴史のなかで
初めてのことですよ。中国の京劇や川劇、日本の歌舞伎や狂
言は、たくさんの似ているところがあります。言葉は漢字だし、
使う楽器やリズムも似ているし、狂言の声の出し方を聞いてい
ると、掛け声も似ている。だからあわせることが可能だと思い
ます。狂言との稽古はとても楽しいです。日本語はあまりわか
らないのでたいへんですが、でも動きや目をみていたらなんと
なくわかりますね。
正邦：日本の独自の発達した文化って、けっきょくは中国から
伝わって来て発達しているものだから、考え方とか教えとか、
東洋のくくりなんでしょうね。私もかつて京劇と演らせてもらっ
たときもあるし、西洋のものよりやりやすいのかもしれない。

でも最初はね、狂言と変面のコラボって本当にできるの？っ
て思いました。狂言は芝居だし、変面は踊りなので、歩く動作
ひとつにしてもちがう。姜鵬さんが立っているときの佇まいや、
一瞬で決めるポーズはものすごくきれいだけど、それは僕らに
はない。どうすればあわせることができるのか、そのあたりは
村上さんにうまくくっつけていただいたと思います。『からくり
人形』は狂言にも変面にも寄りすぎず、お互いのいいところが
でていますね。

―狂言と変面のちがい

村上：からくり人形のふりをした変面師、そしてからくり人形を
愛する大名、それをだまそうとする詐欺師が登場します。狂言
は笑って穏やかになってもらう芸能だし、変面は瞬時の驚きを
求める。書くときに、そのバランスにはとても気を配りました。
ですので、笑いをとるのは最後だけにしようと考えたんです。
驚いた後に笑うという、最後の場面ですが、そこがちょっと現
代っぽいかなと思って、あそこはお気に入りですね。

僕が心配していたのは、お芝居をどの様式でやるかです。
僕は、演劇の世界ではリアリズムをいかに追求していくか、も
しくは追求しないかっていうところを徹底的にやっています。
狂言は様式的で、姜鵬さんはどちらに寄ってもらったらいいん
だろうと悩んでいました。でもあまり頭で考えすぎずに、稽古
に挑みました。で、確信したのは、やっぱり変面には踊りの型
があるのでそこに頼りながらやればいいということ。でも双方
の身体的なスピードは確実に違うので、狂言師がしゃべる掛け

合いの部分は、スピーディーにしています。今回、姜鵬さ
んには芝居の動きもしてもらうので、中国の動きも取り

入れました。姜鵬さんは動きのこだわりが強く扇子
の動きひとつも探ってくれているので、そこに頼ろ
うかと。13歳から演劇を始めた僕よりも、芸歴と
してはおふたりの方が上です。その力を借りなが
ら、僕なりのもっていきかたで、うまくコラボレート

できたらなと思っています。
正邦：僕らは舞台に

あがると型しかでき
ないんですよ。でも、
新作をするときいつ
も思うのが、お互い

に型があるからこ
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撮影：上杉遥

2月4日、京都芸術センターでの稽古風景 （左より、村上、茂、姜鵬、正邦）

Traditional Trial

＝『
か
ら
く
り
人
形
』

狂
言
×
中
国
変
面

♯2
京都だけでなく国内の貴重な伝統芸能・文化を発信し、将来に継
承する拠点施設となる「国立京都伝統芸能文化センター（仮称）」
の誘致を目指し、京都市では「五感で感じる和の文化事業」を実
施しています。「創生劇場」は拠点施設のモデル事業として既存
の分野や流派を越えた若手伝統芸能家を中心に、長い歴史に培
われた伝統に新しい魅力を生みだすべく、独創的かつ意欲的な
舞台を創造・展開しています。
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各種イベント申込方法 （別途記載のあるもの、共催事業、制作支援事業は除く）
催し名・住所・氏名・電話番号を添えて、ウェブサイト申込フォーム、TEL、FAXで事前にお申込く
ださい。チケット窓口でも受け付けます。
※　印の公演は、京都芸術センター友の会のご招待券・ご優待割引対象公演です（制作支援事業は京都芸術センターチケット
窓口取扱公演のみご優待。共催事業はご優待対象外） その他、友の会特典詳細についてはウェブサイトをご覧ください
※各種学生料金は要証明書呈示

美術

三原聡一郎展『空白に満ちた世界』
会期： 2月7日（日）－3月6日（日）10:00－18:00
  ※入場無料・会期中無休
会場： 和室「明倫」

［関連企画］
トーク 三原聡一郎×渡邉一哉
日時： 3月3日（木）18:30－20:00
会場： 和室「明倫」
ゲスト：渡邉一哉（東京薬科大学教授）
※入場無料・事前申込不要

鬣恒太郎展『Dear Big Brother』
会期： 2月7日（日）－3月6日（日）10:00－22:00
  ※入場無料・会期中無休
会場： 南館2-3階、談話室ほか

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
researchlight『河童よ、ふたたび』
京都のインフラを握る疏水の地、岡崎が実験
場に。デザインと建築の視点からいまの社会
を新たに問いなおす。
会期： 3月5日（土）－27日（日）10:00－20:00
  ※入場無料・会期中無休
会場： ギャラリー北・南（他会場もあり）

伝統

五感で感じる和の文化事業
伝統音楽の知に遊ぶ1日
日時： 3月2日（水）開場14:00 開演15:00
会場： 講堂
内容：（第1部）武内恵美子、安田登、小林昌

廣によるトークおよびワークショップ
（第2部）後藤静夫、竹内有一、神津武
男、山田智恵子による座談会と、豊竹
呂勢大夫、鶴澤藤蔵による『ひらかな
盛衰記』序切「粟津合戦段」復曲上演

※入場無料・事前申込不要

素謡の会 関連企画 「謡曲ひとめぐり」
第2回《小塩》 
日時： 3月5日（土）受付開始13:00 
会場： 大原野神社 参集殿（西京区） 
出演： 味方團、河村晴道、田茂井廣道、武田

大志、河村和貴、網谷正美、島田洋海 
料金： 3,000円
※販売は2月26日（金）まで

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ第33回

「お祓いを知る」
日時： 3月14日（月）19:30－21:00
会場： 大広間
講師： 野村明義（八坂神社禰

ね
宜
ぎ

）
定員： 70名 
※入場無料・要事前申込

五感で感じる和の文化事業　創生劇場
「Traditional Trial」
「伝統」と「革新」は表裏一体。「Traditional 
Trial」では、現代を見据えた新たな表現を模
索・創作します。

＃2.狂言×中国変面
日時： 3月30日（水）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 茂山正邦、茂山茂、姜鵬ほか
作・演出：村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット）
司会： 小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）
演目： 狂言×変面『からくり人形』
 狂言『右近左近』
料金： 一般前売2,000円／当日2,500円
 高校生以下1,500円／当日2,000円
※Topic01（P1）もご覧ください

音楽

KAC Performing Arts Program 2015 / Music #3
常味裕司×秦進一『アラベスクの旋律』
アラブの楽器の女王と称されるウードにヴァ
イオリンを加え、東西文化の十字路であるア
ラブの音楽を奏でます。
日時： 3月4日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 常味裕司（ウード）、秦進一（ヴァイオリン）
料金： 一般前売2,000円／当日2,500円 
 学生1,500円（前売・当日共）

ダンス

トリシャ・ブラウン・ダンス・カンパニー
ダンスワークショップ
日時： 3月22日（火）19:30－21:30
会場： フリースペース

講師： ダイアン・マッデン
料金： 3,500円（要事前申込）
対象： ダンス経験者
主催： 京都芸術センター、Dance & Environment
共催： KYOTO EXPERIMENT

ヌノ・ピザロ ダンス・ワークショップ
日時： 3月28日（月）18:30－21:30
会場： フリースペース
講師： ヌノ・ピザロ
料金： 3,500円（要事前申込）
主催： 京都芸術センター、Dance & Environment
共催： KYOTO EXPERIMENT

KYOTO EXPERIMENT

チョイ・カファイ
『ソフトマシーン：スルジット＆リアント』
ダンサー個人のドキュメンタリーから、アジアに
おけるダンスの現在地を探る途方もない試み。
日時： 3月11日（金）19:30
 12日（土）15:00
 13日（日）19:00
会場： 講堂
出演： スルジット・ノングメイカパム、リアント

[関連企画]
展示『ソフトマシーン』
会期： 3月5日（土）－13日（日）10:00－20:00
会場： フリースペース
※入場無料・会期中無休

ショーケース「Forecast」
専門家によるキュレーションで、日本の新進アー
ティストの作品をショーケース形式で連続上演。

［あごうさとしプログラム］
日時： 3月20日（日）13:00
 21日（月・祝）15:30
会場： 講堂
プログラム：岩渕貞太×八木良太、辻本佳、あごうさとし

［国枝かつらプログラム］
日時：3月20日（日）16:00
 21日（月・祝）13:00
会場： フリースペース
プログラム：小金沢健人、梅田哲也、田村友一郎

料金（各公演共）：
一般前売2,500円／当日3,000円
25歳以下・学生・65歳以上 前売2,000円／
当日2,500円
高校生以下1,000円（前売・当日共）
ペア4,500円（前売のみ）
ショーケース「Forecast」セット券 4,000円

ダヴィデ・ヴォンパク アーティストトーク
日時： 3月23日（水）18:00－19:30
会場： 和室「明倫」
聞き手：橋本裕介（KYOTO EXPERIMENTプログ

ラムディレクター／ロームシアター京都プロ
グラムディレクター）

言語： フランス語（日本語での逐次通訳あり）
主催： ヴィラ九条山、KYOTO EXPERIMENT
※入場無料・事前申込不要

マヌエラ・インファンテ/テアトロ・デ・チレ
『動物園』
演劇文化が再興するチリから最注目の演出家が
来日。言語の政治性から世界の非対称性を暴く。
日時： 3月25日（金）20:00
 26日（土）20:00
 27日（日）17:00
会場：講堂

［関連企画］
マヌエラ・インファンテ演劇ワークショップ
日時： 3月31日（木）、4月1日（金）19:30
会場： 講堂
料金： 3,000円（2日間通し、要事前申込）

篠田千明演出『動物園』のためのオープンセッション
英語落語「動物園」＋公開ブレーンストーミング
日時： 4月2日（土）14:00－16:30
会場： 大広間
料金： 500円（要事前申込）

申込： KYOTO EXPERIMENT事務局
 TEL：075-213-5839
 WEB：www.kyoto-ex.jp
※Topic02（P4）もご覧ください

明倫ワークショップ

京都芸術センター制作室で創作活動を行うアー
ティストによるワークショップ（参加無料・要事前申込）

烏丸ストロークロック 連続ワークショップ
「えんげきの庭－おとなとこども編①②」
好きな絵本を持ち寄って絵本の世界をみんな
でお芝居にしてみましょう！ご家族での参加、
お友達どうしでの参加も大歓迎です！

日時： ①3月  5日（土）10:00－11:30
 ②3月12日（土）10:00－11:30
会場： 制作室4
定員： 各10名
対象： 3歳以上（2歳以下は保護者同伴であれば参加OK）
※好きな絵本を1冊ご持参ください。動きやすい服

装でお越しください

チェルフィッチュ 「新作『部屋に流れる時
間の旅』公開リハーサル」
3月17日（木）－21日（月・祝）に世界初演を迎え
る新作の公開リハーサルを開催します。
日時： 3月7日（月）18:00－19:00
会場： 制作室7
定員： 20名

ヨーロッパ企画 連続ワークショップ
「なにげない日常を面白くみせるワークショップ」
日常会話のやりとりを、舞台上でどう表現すれ
ば、面白くお客さんに伝えられるのかを探るワー
クショップです。
日時： ①3月 8日（火） 19:00－21:30
 ②3月17日（木）19:00－21:30

※1回目、2回目ともに同じ内容です。参加
はいずれか1回のみ

会場：①ミーティングルーム2 ②制作室6
定員：各回10名

シアターリミテ 「ごっこ遊びから始まる演劇体験」
エチュード（即興劇）の形をとりながら、他の人
物になりきることの楽しさ、相手役と会話を積
み上げる面白さを遊び感覚で体験します。
日時： 3月12日（土）10:30－12:30
会場： 制作室3
定員： 6名
対象： 高校生以上（未経験者可）
※動きやすい服装でお越しください

てんこもり堂「シェイクスピアを旅する」
今回は『ロミオとジュリエット』がテーマです。セリ
フを声に出して読むことで、その面白さを知りな
がら、心と身体をリフレッシュしてみませんか？
日時： 3月12日（土）13:00－17:00
会場： 制作室12
定員： 8名
対象： シェイクスピアに少しでも興味のある方
※動きやすい服装でお越しください

ディディエ・ガラス「『ことばのはじまり』の作り方2」
セリフをあまり使わない演劇ともダンスとも
違う作品を作っています。作品創作のために
行っているワークショップの一部をお見せし
ながら、作品について解説します。参加者も
一緒に創作体験をします。
日時： 3月13日（日）14:00－15:30
会場： 制作室5
定員： 20名
対象： 中学生以上

荒木優光「公開記録会『甦れ！ / 再生』」
ビデオや写真、録音した音などを持ち寄り、
視聴します。「再生」をテーマとして記録と向
き合う時間を記録し、ネット上にアップするた
めの記録会です。
※記録を持ち寄って会に参加、または見学だけでも可
日時： 3月19日（土）14:00－16:00
会場： 制作室6
定員： 10人
対象： 興味のある方、無意味な記録を甦らせたい方
持物： 記録物、またはそのデータが入っているもの

Monochrome Circus「ふれることから」
普段は視覚や聴覚の影に隠れがちな「触れる
こと」に焦点を当てることで普段は意識化さ
れていない感覚を様々に体験してみましょう。
日時： 3月26日（土）13:00－15:00
会場： 制作室5
定員： 20名
※動きやすい服装でお越しください

THE ROB CARLTON 「なんてことのな
い台本」を面白くしてみましょう2

「なんてことのない台本」を元に、俳優を動か
しながら皆様と一緒に演出を考えます。
日時： 3月26日（土）14:00－16:00
会場： 制作室2
定員： 20名
対象： どなたでも（小さなお子様も大歓迎）

発表支援事業（共催事業）

京都芸大同窓会アートフェア2016
プレ展覧会

「京都芸大同窓会アートフェア2016」（3月26日
－4月3日／堀川御池ギャラリー＠KCUA）に先駆け
て開催されるプレ展覧会。絵画・彫刻・工芸作
品など約60点を展示します。
日時：3月11日（金）－13日（日）10:00－20:00
会場：ミーティングルーム2、和室「明倫」
※入場無料（この会場で入札はできません）
主催： 京都市立芸術大学美術学部同窓会 象の会
問合せ：090-7353-6999  

制作支援事業

TWS-NEXT @tobikan“クレアボヤンス”
会期：2月19日（金）－3月6日（日）

9:30－17:30（入室は閉室の30分前まで。
金曜日は20:00まで開室）

  ※入場無料・会期中無休
会場： 東京都美術館 ギャラリーB（東京都台東区）

出展作家：三原聡一郎、鎌田友介、three、
平川ヒロ、増本泰斗

問合せ：トーキョーワンダーサイト渋谷
　TEL：03-3463-0603

劇団飛び道具『アルト -橋島篇-』
日時：3月3日（木）19:00

4日（金）14:00／19:00
5日（土）14:00／19:00
6日（日）14:00

会場： スペース・イサン（東山区）
料金： 2,500円（前売・当日共）
問合せ：劇団飛び道具
　E-mail：alt@tobidougu.jp

サファリ・P第一回公演 『欲望線』京都公演
日時：3月4日（金）19:30

5日（土）15:00
6日（日）15:00
7日（月）15:00

会場： アトリエ劇研（左京区）
料金： 一般2,500円（前売・当日共）
 25歳以下2,000円（前売・当日共）
問合せ：トリコ・A プロデュース
　TEL：080-3854-0305

MuDA black chamber
日時：［Performance］
 3月5日（土）、6日（日）開演19:00

［Movements exhibition］
 3月12日（土）、13日（日）15:00－20:00
会場： BLACK CHAMBER（大阪市住之江区）
料金：［Performance］
 一般前売2,500円／当日3,000円
 学生前売1,500円／当日2,000円
 ペアチケット4,000円（前売のみ）

［Movements exhibition］1,000円
問合せ：MuDA
　TEL：090-1177-9715
　E-mail：muda.japan@gmail.com

チェルフィッチュ
『部屋に流れる時間の旅』
日時： 3月17日（木）20:00

18日（金）20:00
19日（土）15:00（完売）／20:00
20日（日）12:00（追加公演）／17:00
21日（月・祝）12:00／17:00（完売）

会場： ロームシアター京都 ノースホール（左京区）
料金：一般前売3,000円／当日3,500円

25歳以下・学生・65歳以上 前売2,500
円／当日3,000円
高校生以下前売 1,000円（前売・当日共）
ペア5,500円（前売のみ）

問合せ：KYOTO EXPERIMENT事務局（平日 
11:00－19:00）

　TEL：075-213-5839

MONO『裸に勾玉』大阪公演
日時：3月23日（水）19:30◎

24日（木）19:30
25日（金）19:30
26日（土）13:00／17:00
27日（日）14:00

会場： ABCホール（大阪市福島区）
料金： 一般前売3,800円／当日4,300円
  ◎初日割引 前売3,300円／当日3,800円
 25歳以下2,000円（前売のみ）
問合せ：キューカンバー　
　TEL：075-525-2195

烏丸ストロークロック×庭ヶ月
連作『凪の砦』
①「逝くにいたる村」
②「六つの川の街の白」
日時：3月26日（土）16:00

27日（日）13:00／16:00
28日（月）13:00

会場： 京都市東山青少年活動センター 創造
活動室（東山区）

料金： 前売1,200円／当日1,500円
問合せ：庭ヶ月
　TEL：080-9745-7825
　E-mail：niwakagetsu@backyard-jp.com

第241回 市民狂言会
日時： 3月4日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）
演目： 三本柱、無布施経、花争、栗隈神明
出演： 茂山七五三、千三郎、正邦ほか
料金： 前売2,500円／当日3,000円
チケット取扱：京都芸術センター、大丸

京都店、高島屋京都店、チケット
ぴあ（Pコード：448-286）

※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

チケットぴあで取扱いのチケットは、電
話、ぴあ窓口、コンビニエンスストア（セブ
ン・イレブン、サークルＫサンクス）の専用端末
などからご利用いただけます。
WEB：http://t.pia.co.jp
TEL：0570-02-9999

※その他のチケット窓口取扱公演：主催事業
および　印の共催事業・制作支援事業

第34期 制作室使用者募集
若手芸術家の活発な創作活動を支援す
るため、造形および舞台芸術作品の制
作を行う「制作室」（全12室）を提供します。
使用期間：2016年10月1日（土）－2017年

3月31日（金）
使用料：無料
条件：
・ 1申請につき使用期間は最大3ヶ月
・ 新しい芸術表現を試み、継続的な活動

を展開していること
・ 制作した作品を京都芸術センター以外の

場で発表する具体的な計画があること
・ 市民との交流に対して意欲的であること
・ 明倫ワークショップの実施
・ 毎月実施の制作室連絡会への参加
締切：3月31日（木）〔必着〕

京都国際ダンスワークショップフェス
ティバル 2016 受講者募集
国際的に活躍する振付家、ダンサーらを
講師として招聘。ビギナーからプロのダ
ンサーまで様々なレベルのクラスを設け
たワークショップ、受講者以外にもオー
プンなプログラムを開催します。 
日時： 4月22日（金）－5月8日（日） 
会場： 講堂・フリースペース・大広間ほか 
※ワークショップ各コースの詳細と日程、料金

については、京都芸術センターウェブサイト
をご覧ください

トラディショナル・シアター・トレーニング
（T.T.T.）2016 受講生募集
T.T.T.は、舞台芸術に携わる方を対象と
した3週間の伝統芸能トレーニングです。 
期間： 7月19日（火）－8月13日（土）
応募条件：演劇・ダンスなど、舞台芸術

に関わる表現活動もしくは研究活動を
行っている方。原則として、オリエン
テーションから発表会までのすべての

スケジュールに参加できる方。伝統芸
能を積極的に学ぶ意欲のある方。国
籍・年齢・性別は不問 

定員： 24名（能・狂言・日本舞踊 各コース8名 
程度） 

受講料：一般70,000円／学生・アーティ 
スト（審査あり）50,000円

 ※その他割引あり
締切： 6月30日（木）〔必着〕
※応募書類は締切を待たずその都度選考し、

結果通知。定員になり次第、募集を打ち切
ります 

アーティスト・イン・レジデンス2017 
ビジュアル・アーツ部門募集
京都芸術センターで滞在制作を行うアーティ
スト・イン・レジデンスプログラム。2017年度
はビジュアル・アーツの分野から募集します。 
滞在期間： 2017年4月1日（土）－2018年

3月31日（土）（3ヶ月以内） 
応募資格：
・ ビジュアル・アーツの分野の新進芸術

家または芸術分野の研究者で、京都
に滞在し制作・調査研究などを行う理
由が明確な方。国籍不問 

支援内容： 
・ 滞在期間中（3ヶ月以内）の宿泊場所の

提供 
・ 制作場所の提供 
・ 制作費として1件につき（個人・グルー

プ 問わず）20万円の補助 
・ 広報及び宣伝協力 
・ アートコーディネーターによるサポート 
締切： 6月30日（木）〔必着〕

募集要項および応募用紙は、同セン
ターにて配布中。ウェブサイトからもダ
ウンロード可。応募方法：応募用紙に
必要事項を記入の上、必要書類ととも
に京都芸術センターまで送付または
持参（持参の場合は締切日の20時まで）。
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三原聡一郎展『空白に満ちた世界』（2/7－3/6）

鬣恒太郎展『Dear Big Brother』（2/7－3/6）

三原聡一郎展『空白に満ちた世界』［関連企画］トーク 三原聡一郎×渡邉一哉

KAC Performing Arts Program 2015 / Music #3
常味裕司×秦進一『アラベスクの旋律』 ［明倫WS］シアターリミテ「ごっこ遊びから始まる演劇体験」

［明倫WS］てんこもり堂「シェイクスピアを旅する」

［明倫WS］烏丸ストロークロック　連続ワークショップ
「えんげきの庭－おとなとこども編①」

［明倫WS］烏丸ストロークロック　連続ワークショップ
「えんげきの庭－おとなとこども編②」

［明倫WS］ディディエ・ガラス
「『ことばのはじまり』の作り方2」

［明倫WS］チェルフィッチュ
「新作『部屋に流れる時間の旅』公開リハーサル」

［明倫WS］ヨーロッパ企画 連続ワークショップ
「なにげない日常を面白くみせるワークショップ①」

［明倫WS］ヨーロッパ企画 連続ワークショップ
「なにげない日常を面白くみせるワークショップ②」

［明倫WS］荒木優光「公開記録会『甦れ！ / 再生』」 ［明倫WS］Monochrome Circus「ふれることから」

［明倫WS］THE ROB CARLTON
「なんてことのない台本」を面白くしてみましょう2

素謡の会 関連企画 「謡曲ひとめぐり」
第2回《小塩》 

五感で感じる和の文化事業
伝統音楽の知に遊ぶ1日

五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ第33回
「お祓いを知る」

トリシャ・ブラウン・ダンス・カンパニー
ダンスワークショップ

ヌノ・ピザロ
ダンス・ワークショップ

［共催］京都芸大同窓会アートフェア2016 プレ展覧会
五感で感じる和の文化事業 創生劇場「Traditional Trial」

♯2.狂言×中国変面

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
researchlight『河童よ、ふたたび』

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
チョイ・カファイ『ソフトマシーン：スルジット＆リアント』
[関連企画]展示『ソフトマシーン』

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING チョイ・カファイ『ソフトマシーン：スルジット＆リアント』
KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
マヌエラ・インファンテ/テアトロ・デ・チレ『動物園』

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
マヌエラ・インファンテ/テアトロ・デ・チレ『動物園』

［関連企画］マヌエラ・インファンテ演劇ワークショップ（3/31－4/1）

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
ショーケース「Forecast」

［あごうさとしプログラム］

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
ショーケース「Forecast」

［国枝かつらプログラム］
KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING ダヴィデ・ヴォンパク アーティストトーク

wedtue fri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2726

sat sun sunmon monwed thu thufri friwedsatthu fritue tuethu
31302928

sun wed thutuemonsuntue wedmonsat sat

冬の匂いを連れ立って、旧小学校の講堂に集まる

人々。京都芸術センターが主催する音楽事業「KAC 

Performing Arts Program / Music」本年度の2回目

は、タブラ奏者のU-zhaan、音楽家の蓮沼執太、スペ

シャルゲストとして音楽家／アーティストの竹村延和と

いう三者を迎えて行われた。

北インドの伝統楽器であるタブラの奏者として、オ

ニンド・チャタルジーとザキール・フセインという巨匠

に師事し、現在も毎年インドに長期滞在して修行を重

ねるU-zhaan。その一方で、今は亡きレイハラカミと

のユニットをはじめ、矢野顕子やUAなどといったポッ

プミュージックにもアプローチしたり、ラップやダンス

ミュージックにもタブラを持ち込んだりと、タブラという

古典楽器の持つ可能性を追求し続けている。蓮沼もま

た、映像・サウンド・立体を駆使したインスタレーション

を国内外で発表しており、音楽・演奏という表現を多角

的に捉えるこの両者だからこその、創造的なプログラ

ムとなっていた。

冒頭は、インドの古典音楽から。タブラの音色とリズ

ムが畳み掛けるように繰り出され、スピード感はあるが

ゆったりと没入できる。この日のために蓮沼が書き下ろ

したタブラのための曲は、タブラの特性である倍音や

U-zhaanの技法も加味したものに。タブラは通常、2個

で演奏するものだが、U-zhaanは複数を並べて演奏を

する。ひとつひとつ音程の異なるタブラを使い分ける

今日において「記録」は困難である。というのも、「記

録」は往々にして相反する二元論に引き裂かれてしまうか

らである。一方で「記録」には客観性と中立性が求めら

かつて劇の対話に「あれ」が頻繁に使われる時期が

あった。津野海太郎も『門の向うの劇場』（白水社、1972）で

述べているように、1960年代、「あれ」という代名詞は天皇

制の比喩やコミュニケーション不全の象徴として戦略的

に用いられた。『苔生す箱舟』の登場人物も、会話のなかで

「あれ」を用いている。彼らは特定の名前を持たず、別役

実の不条理演劇も彷彿とさせる。作・演出の橋本匡市は

どのように先代の劇作品を乗り越えようとしたのだろうか。

ひなびた港町にチェーホフ作品にも似た三人姉妹が登

場。彼女らは、町に住む三兄弟が利用しなくなった町の外

れの離れに居つき、徐 に々三兄弟の町での生活に介入し

ていく。実際にチェーホフのテキストが使用されるが、関西

弁を交えて話す三姉妹のやり取りは非常にコミカルだ。

彼女らは次第に町に溶け込んで擬似的な家族を作っ

ていく。前半、ちゃぶ台を背負う三女（福井千夏）の場面

は秀逸だった。彼女の背負う「丸くてスベスベしたもの」

を三姉妹はなぜかちゃぶ台と認識しない。豆腐の置き

場所に困る次女（大江雅子）は、離れにやって来た長男
（田米カツヒロ）の助言で、それがちゃぶ台だと理解する。

ちゃぶ台に投影される日の丸は、この作品に描かれる

家族や町といった共同体の構造が、日本という国家と

も共通することを暗示している。

しかし、町の人 の々築きあげる共同体は確かなもので

はない。長男はこの町でオリンピックの聖火ランナーを

KAC Performing Arts Program 2015 / Music #2
U-zhaan×蓮沼執太×竹村延和 『Tabla the World』
1月15日（金）

京都芸術センター 講堂

小森はるか＋瀬尾夏美 巡回展『波のした、土のうえ』
1月9日（土）－31日（日）

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 2F 
ギャラリーC（神戸市中央区）

小森はるか『息の跡』
1月23日（土）、24日（日）

神戸映画資料館（神戸市長田区）

万博設計『苔生す箱舟』
2015年12月11日（金）－13日（日）

ウイングフィールド（大阪市中央区）

関西圏の公演•展覧会について、
若手レビュアーが月替りで執筆します。

E V E N T  C A L E N D A R　3 / 1 ▲ 3 / 31

図書室休室日：3月31日（木）

タブラ、メロディー、電子音
差異ある3つが交わるとき

「記録」の散種

暴かれる共同体の危うさ

音楽

美術

演劇

中谷琢弥

林田新

須川渡

ことは、「西洋の音楽形式で作られたポップミュージッ

クに対して（中略）、リズムやハーモニーをタブラを叩く

ことで音楽にしていくU-zhaanの演奏技巧や唯一無二

のアイデア」（蓮沼による、この日のプログラムノートより抜粋）

なのだ。それは例えば、コンガやジャンベなどすべて

の太鼓に音程を付けてメロディーからベースラインまで

太鼓のみで表現したドラマー／パーカッショニストの

OLAibiにも通じる手法だ。

コンサート終盤、竹村延和を迎えてトリオでの即興

演奏へ。これがなんと危うい。竹村はラップトップコン

ピューターとギターでの参加だったが、「これがこうき

て、こうなる」といった予定調和的な即興演奏が多いな

か、これはまったくの別物だった。インド音階と西洋音

階、そして電子音。異なる3つをどう交差させるのか、

ではなく、差異は差異のまま進む。戸惑いと緊張は収

斂することもなく、過ぎ去る。ほんの少しだけ、カチッと

なった部分もあったけれど（音楽となった瞬間だ）、その迎

合しないさまはその場では疑問符が付いたものだが、

思い返してみると、その純度と寛容さこそ、この日のハ

イライトだったのだ。ラストは、蓮沼が近年傾倒してい

る“メロディー”と“歌”に焦点を当てた曲で終了。タブラ

の表現力の豊かさを追求するうちに音楽という表現自

体が浮かび上がる、という時間だった。

れ、他方で「記録」を鵜呑みにすることなく、その虚構性

や作為性に目を向ける態度が求められている。

全国各地を巡回する小森はるかと瀬尾夏美の展覧会

『波のした、土のうえ』では、コンセプトとして「記録」

が掲げられている。映像作家の小森と画家で作家の瀬

尾は、東日本大震災以後に東京藝大大学院を休学して

東北に移住し、陸前高田など、被災地の様子を映像や

ドローイングによって描いてきた。瀬尾の作品は津波に

よって洗い流された大地を、色彩豊かに描くドローイン

グである。それは写実的というよりは抽象画に近い。し

かし、その抑制された丁寧な筆致は、画家の感情を表出

しているというよりは、対象の表皮を精緻になぞってい

るかのようである。小森の作品は陸前高田に暮らす3人

の人物を取材したドキュメンタリーである。自らの悲しみ

や痛苦を語る彼／彼女は、しかし、感情を表に出したり

言葉を詰まらせたりすることなく、起伏のない抑制され

た声で淡 と々自らの経験を語っていく。それは、この語り

が、一人ひとりが語ったことを瀬尾が一人称を用いて文

章にまとめ、それを語り手たちが改めて朗読した声を録

音したものだからである。瀬尾と小森は客観的に事実を

描写するでもなく、かといって何かを意図的に表現しよう

としているわけでもない。

上述した困難さを引き受けつつ、それでもなお「記録」

を試みる彼女たちにとって、「記録」とはいかなる行為な

のだろうか。その萌芽を同時期に神戸映画資料館で上映

された小森はるか『息の跡』に見ることができる。本作は

津波が襲った大地で独り種屋を営む「佐藤さん」のドキュ

メンタリーである。佐藤さんは、いちど津波によって崩壊

した種屋を経営する傍ら、もうひとつ別の仕事を行って

いる。彼は誰に頼まれるでもなくThe Seed of Hope in 
the Heartという被災記録を執筆し続けているのであり、

それは驚くべきことに英語と中国語で行われている。し

かも、佐藤さんは外国語を震災後に独学で学んだのであ

り、現在は英語の第5版を執筆中であると事も無げに話

すのである。粘り強く外国語で手記を執筆し、採算を度

外視して自費出版を続ける無鉄砲な中年男性の姿は、と

もすれば滑稽ですらある。しかし、いかなる事情が彼に

異国の言葉を習得させ、「記録」を執筆させるのか。その

答えは作品の最後に示されるのだが、それはさておき、

飄 と々した姿に潜む彼ののっぴきならない焦燥感を了解

した時、その洒落のような手記のタイトルは決して笑い

事ではなくなっていく。彼にとって、そして恐らくは小森

や瀬尾にとっても「記録」とは「希望の種」なのだ。未来へ

と拡散された「記録」という「種」は、種を撒いた人の意図

や正確さなどお構いなしに、それぞれの地で様々に芽吹

き、繁殖していくだろう。

務めるがその理由は「町内会としてのあれ」を保つため

だと言う。町の祭りのふるまい酒には「昆布巻いたあれ」

と「卵巻いたあれ」が必要となる。「あれ」は、町の人 が々

守るべき因習のようなものだが、なぜ「あれ」を作らなけ

ればいけないかははっきりと示されない。町の人 が々守る

「あれ」はいずれも意味を持たず、明確な理由もないの

に共同体を維持しようとする滑稽さが浮き彫りとなる。

「あれ」を多用する人物たちは思考停止に陥ってい

る。終盤、オリンピックに浮かれた町が次第に老いて

忘れられていく様はムードに左右される現代日本の脆

さを言い当てているようで不気味であった。

だが、この作品はただ刹那的に共同体を見つめて

いるわけではない。三男（東龍美）は、自分の気持ちを

手紙にして瓶に詰めて流している。次女に手紙を見ら

れ激昂するが、他の人物と同様、彼もまた言葉が足り

ない。ラストの場面で三男はようやく自分の言葉で手

紙を認めることに成功する。彼の言葉を受け取る三女、

「働かなくちゃ」と町を後にする三人姉妹の姿は、虚飾

に満ちた共同体に抗う個人の力を感じさせた。

立場を表明すれば直ぐに叩かれる。物事を曖昧に濁

そうとする「あれ」は、ますます存在感を増している。そ

の意味では、より「あれ」を社会のタブーと重ねることも

出来たと思う。私たちは何から目を背けようとしている

のか。演劇ならば検証できるのではないか。
（13日15時の回観劇）

なかたに たくや／ライター●音楽イベントの企画制作もしています。
3/20（日）にはフロー・モリッシー来日公演を大阪・CONPASSにて。ラナ・
デル・レイやジョアンナ・ニューサムを引き合いに出される21歳の才女が
やってきます。詳しくはhttp://www.cyoweb.comまで。

はやしだ あらた／京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員●佐藤さん
の手記はamazonで購入可能です。ちなみに、資料館で販売されていた佐藤さ
んの手記には、「すてきだ菜」と名付けられた小松菜の「種」が添付されてました。

すがわ わたる／大阪大学助教●最近は役者さんのエッセイをよく読ん
でいます。今読んでいるのは中村伸郎『おれのことなら放つといて』（ハヤ

カワ文庫、1989）。タイトルが好きです。

撮影：井上嘉和

撮影：瀬尾夏美
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京都芸術センターでは、チョイ・カファイとマヌエラ・
インファンテ、国際的に注目される2組のアーティスト
による日本初演の作品と、プロジェクト「researchlight」
の展示を公式プログラムとして開催します。

ベ ルリン在 住 のシンガ ポー ル 人アーティ
ストのチョイ・カファイは、2012年のKYOTO 
EXPERIMENTに参加し、その際に『ソフトマシー
ン』という名の新プロジェクトを開始しました。ダン
サーや振付家へのインタビューを通して、アジア
におけるコンテンポラリーダンスの全体像を探る
本プロジェクトはその後も継続され、これまでに世
界5カ国13都市で88人のアーティストへのインタ
ビューが行われました。今回はその中から、インド
のスルジット・ノングメイカパム、インドネシアのリ
アントという2人のダンサー・振付家との作品『ソフ
トマシーン：スルジット＆リアント』を紹介します。
古典舞踊を学びながら、同時にコンテンポラリー
作品も発表している2人へのインタビューや実演・

ドキュメンタリー映像を通して、ダンサーそのもの
の魅力を感じ、アジアにおけるダンス表現の幅の
広がりをも知る機会となるでしょう。また公演のほ
かにも、これまでのインタビューをアーカイヴした
映像や写真などを展示します。

チリ出身の劇作家・演出家であるマヌエラ・イン
ファンテは、自身が主宰する劇団「テアトロ・デ・チレ」
と共に初来日します。軍事独裁政権崩壊後、若い世
代のアーティスト達の登場により活気づくチリ演劇
界の中でも、ひときわ注目を集めるテアトロ・デ・チ
レ。今回発表するのは、絶滅したと思われていた原
住民と、それを発見した科学者を取り上げた代表作

『動物園』です。一見ユーモラスでありながら、知識
や文化・言語の違いから生まれる齟齬を舞台上に上
げ、「人間の展示」というテーマを問いかけます。

京都芸術センターのギャラリー北・南では、取材
やリサーチを通して京都の街を再考するプロジェ
クト「researchlight」の展示を行います。デザイ
ナーや建築家などが中心となるプロジェクトメン
バーが、今回テーマに選んだのは街のインフラで
す。この視点をもとに、京都のライフラインの代表
例ともいえる疏水の地・岡崎地域でリサーチを行

い、ロームシアター京都のローム・スクエアではイ
ンフラ的オブジェを、京都芸術センターでは記録
や映像を展示します。

公式プログラムのほかに、2組のキュレーターが選
んだアーティストによるショーケース「Forecast」も開
催します。劇作家でありアトリエ劇研ディレクターで
もある、あごうさとしのプログラムでは、「身体」と劇
場の関係をもとにした、3組のアーティストによる公演
を実施します。一方、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
学芸員である国枝かつらのプログラムでは、美術・
演劇・ダンス・音楽といったジャンルを超えた3組のパ
フォーマンスを開催します。

この他にも、フェスティバル期間中には京都
で開催される作品を一挙に紹介するフリンジ企画

「オープンエントリー作品」など、3月27日まで様々
な催しが開催されます。国内外の注目作品が集ま
る舞台芸術の祭典をどうぞお楽しみください。

大駱駝艦、トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニーといった長いキャリアを
築いてきたアーティスト達から、テアトロ・デ・チレなどの新進気鋭の劇
団まで、6年目のKYOTO EXPERIMENTは幅広い世代による作品をご
紹介します。普段は舞台を観に行かない方も、ぜひ実際に劇場で、作
品を体験してみて下さい。

岩村空太郎（アート・コーディネーター）

京都から世界へ、世界から京都へ
時代に問いかける、舞台芸術の実験

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING

Video Still from SoftMachine : Surjit ©Choy Ka Fai Manuela Infante  Teatro de Chile, Zoo, 2014. ©Valentino Zaldívar

今年で6回目を迎える「KYOTO EXPERIMENT 京都
国際舞台芸術祭」。会場にロームシアター京都を加え
3月5日より開幕する本フェスティバルでは、世界各国
から様 な々アーティストを迎えます。

KYOTO EXPERIMENT
京都国際舞台芸術祭 2016 SPRING

会期： 3月5日（土）－27日（日）
会場： ロームシアター京都、京都芸術センター、

京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホール
“アルティ”、京都国立近代美術館ほか

【公式プログラム】
● ダヴィデ・ヴォンパク『渇望』
● 地点『スポーツ劇』
● チョイ・カファイ『ソフトマシーン:スルジット＆

リアント』
● 松本雄吉×林慎一郎『PORTAL』
● 大駱駝艦・天賦典式『ムシノホシ』
● チェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』
● トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー『Trisha 

Brown: In Plain Site』
● マヌエラ・インファンテ/テアトロ・デ・チレ『動物園』
● 足立智美 × contact Gonzo『てすらんばしり』
● ボリス・シャルマッツ/ミュゼ・ドゥ・ラ・ダンス『喰う』
● researchlight『河童よ、ふたたび』

問合せ：KYOTO EXPERIMENT事務局
（平日11:00－19:00）
TEL：075-213-5839
WEB：www.kyoto-ex.jp

※イベント情報（P2）もご覧ください

梅田哲也 『COMPOSITE』　Photo: Yukie Mitomiresearchlight 
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交通案内
○市営地下鉄烏丸線「四条」駅／

阪急京都線「烏丸」駅22番出口・24番出口より徒歩5分。
○市バス「四条烏丸」下車、徒歩５分。

開館時間
○ギャラリー・図書室・情報コーナー・

談話室・チケット窓口　　　　　 ……… 10:00－20:00

○カフェ ……………………………………………… 10:00－21:30
○制作室、事務室 ……………………………… 10:00－22:00

休 館 日
12月28日から1月4日
＊設備点検のため臨時休館することがあります。

〒604-8156
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
TEL：075-213-1000　FAX：075-213-1004
E-mail：info@kac.or.jp　URL：http://www.kac.or.jp/
　  twitter：@Kyoto_artcenter
　  http://www.facebook.com/kyotoartcenter
　  twitter：@Kyoto_artcenter

アーティストインタビューやイベント情報など
トピックが満載！


