
て、集団の中に存在しうる「個々」または消えてしまう
「個」への堂々巡りする自問自答がテーマとして浮か
び上がりました。今回の作品での僕の役目は物事を
繋げることなので、ご飯粒以上に様々な要素を繋ぎ
合わせて頑張りたいと思っています。こうした考えも
昨年初めて京都で作品を掲示できた経験につながっ
ています。

―今回の作品では音楽と身体の関係性に着目され
ていますが、なぜこのテーマに着目されたのでしょうか。

昨年のワークインプログレスではモーリス・ラヴェ
ル作曲の「ボレロ」をモティーフとしました。モーリ
ス・ベジャール作品で有名なこの楽曲が持つイメー
ジを「解体」しながら、新たなイメージの創造を目指
しました。今後も音楽とダンスの在り方を自分なり
に考察し、将来的には「ボ・レ・ロ」と題して作品化し
たいと考えています。そして今回の作品創作におい
て自分自身や「ボ・レ・ロ」に活かすべく、今まで以上
に意識して「音楽」というものを作品に取り込もうと
思っています。
個人的には音に合わせて踊ることに対する恥ずか

しさがあります。それは音楽の存在が自分の中で偉
大であるからです。耳にあれだけ意味不明なのに聞
けるっていうことが…。今回は音楽を奏でる為に必要
な身体動作や気持ちを「解体」し、それを音楽と身体
の融合と捉え、音楽と向き合いたいと思います。	

KAC Performing Arts Program 2015 / Contemporary Dance
『点とドットの主義主張』
日時：8月29日（土）開場18:30	開演19:00	

30日（日）開場14:30	開演15:00
会場：フリースペース
構成：大植真太郎
出演：池田仁徳、大宮大奨、小倉笑、児玉北斗、寺尾良子、

早津あずき、山崎健吾、山田郷美、李真由子
アシスタント：堀つばさ、柳本雅寛
料金：一般前売3,000円／当日3,500円

学生前売2,500円／当日3,000円（要学生証提示）
高校生以下1,500円（前売・当日共／要学生証提示）

※詳細はウェブサイトをご覧ください
※イベント情報(P2)もご覧ください

TO P I C  01

KAC Performing Arts Program 2015 / Contemporary Dance
大植真太郎 構成

―昨年のワークインプログレスでは赤い丸のシー
ルが小道具で用いられていて印象的でした。リサー
チを経て、今回の新作『点とドットの主義主張』とどの
ようなつながりを持つのか、お聞かせください。

小道具の赤いシールが思いもよらない方向にワー
クショップ参加者を引っ張っていってくれました。引っ
張ると表現するのはおかしいかもしれませんが、作品
に込められた要素が赤いシール（点）で繋がりを持っ
たように思いました。会場や出演者にシールが貼ら
れることで、さながらグーグルマップのように位置を
記すイメージが浮かびました。それに加えて時間軸
…。今そして近い未来、ないし想像されうる未来、そ
んな想像と現実が表裏一体となる瞬間を新作のアイ

デアの出発点としまし
た。マーキング、テリト
リーの認識や確認という
観点からみると、点=個、
点が増えてドット=集団
とすることも出来ます。
集団の中でおこる個のあ
り方、存在意義について
はことわざにもたくさん
ありますよね。大勢の出
演者と創作するにあたっ

―関東、関西から若手ダンサーをワークショップ
オーディションで選出しましたが、どのような意図で
今回のメンバーを選んだのでしょうか。

今回のオーディションでは創作過程で必要となる
「やりとり」を重視しました。創作において、基本的
に僕は参加者を放置します。放置されることで、参加
者は自分自身のもてる知識でなんとか考え、創作を
開始します。そこへ僕が別の提案を投げ込み、また
参加者は悩みます。まあ、半分は嫌がらせですが…。
その繰り返しで、参加者は何がしかの破綻を起こしま
す。しかし破綻してもまた立ち上がる、そんな苦労が
出来るのではないか？と思うメンバーを選びました。
メンバーとはもう会いたくなくなるぐらい向き合って
苦労し、無駄を過ごせたらいいと思っています。
今回、創作の期間が短いので、私自身何がしか

の準備をして臨むことになります。自分の今までの
創り方(現場主義)とは違い、下調べ、調査、模型を
持って臨む！	その過程で新たな自分を見つけるこ
とができるかもしれません。		

―京都芸術センターにて間もなく新作クリエーショ
ンが始まりますが、新たな取り組みに向かう中で、大
植さんにとって京都芸術センターはどのような場所な
のでしょうか。

同じ場所に戻ってくると時間の経過を体感できま
す、そして何よりも前回の自分と今の自分を場所を通
して客観視できます。当たり前のことしか言っていな
いようですが、僕にとってこういった些細な感覚から
得られるものを大事にしています。
京都芸術センター…創作するにあたって場所から

受ける力は大きいです。小学校に登校できる、そんな
タイムスリップするような感覚、そしてこれはあくまで
僕の目線ですが、スタッフさんの京都的な緩やかな
対応…、何故か事務的な空間になりがちな他の劇場

とは違った影響を及ぼします。そして京都！	これは単
に僕が京都で育ったからなのかも知れません。
様々な感覚を空間から感じられる、受けられる、こ

れは創作過程で大きな助けとなります。

―クリエーションもまだの段階ではありますが、新
作『点とドットの主義主張』について、大植さんが今後
期待する展望があれば、お聞かせください。

これは理想ですが…新作を上演するという事が単
発で終わらないために、まず作品を違った場所でも
発表したいと思っています。それが意味するものは
単に作品を売るということではなく、作品そしてメン
バーと新たな時間を共有し「ムキアウ」を生み出す意
義があることです。そして構築できたものを「解体」し
色々な繋がりがメンバー同士で始まったとしたら。こ
の新作がきっかけとなり、新たな芽が生まれること
は、作品発表にもまして嬉しいことです。…あ、もち
ろん作品に120%向き合える環境を準備していますの
で、胃が痛くなっても疾走、時に失速、最後は歩いて
でも見つけようと思っています。まずはこの最初の形
なき形を観にきてもらえることを切に願います。

大植真太郎（おおうえ しんたろう）

京都府生まれ。17歳で渡独以降、様 な々カンパニーでダンサーとして活躍
し、2006年より自身の創作活動を開始。08年C/Ompanyを立ち上げ、柳
本雅寛、平原慎太郎と活動。現在はスウェーデンを拠点とし、日本での公
演活動の他、ヨーロッパ各地でC/Ompany作品を発表。

PROFILE

「KAC	Performing	Arts	Program」では、舞台芸術の
創作・発表へのさまざまな取り組みを通し、その可能性
に挑戦しています。「KAC	Performing	Arts	Program	/	
Contemporary	Dance」では、昨年度、ダンサー・振付家
として国際的に活躍する大植真太郎によるワークショッ
プ、ワークインプログレスを開催し、音楽と身体の関係
性を問うリサーチを行いました。今年度は再び大植を招
き、新作『点とドットの主義主張』の創作、上演に挑みま
す。出演者は、5月末から6月初旬にかけてのワークショッ
プオーディションを経て選出された、分野や経歴の異な
る若手ダンサーたち。2年をかけて、音楽と身体の呼応
する新たな作品を、大植が紡ぎ出します。今回は8月のク
リエーションを前に大植へインタビューを行いました。

『イキ、テ、タイ』(2010)　Photo	by	Matron

『イキキル』（2010）　Photo	by	Matron

ワークショップの様子（2014）

ワークショップオーディションの様子（2015）

ワークショップオーディションの様子（2015）

昨年のワークインプログレス終演後、気づけば私にもついていた赤丸の
シール。目にも鮮やかな赤いシールのように、個性豊かな出演者が大植
真太郎のもとに集まりました。互いに向き合う中で彼らの身体が奏でる音
楽とは？	クリエーションを公開し、その期間中出演者らによるワークショッ
プも企画しています。創作過程も含めて、音楽と身体をめぐる大植の取り
組み、そこから生まれる新しい芽をどうかご期待ください。

芝田江梨（アート・コーディネーター）
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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

夏休み企画展2015
 『ハイパートニック・エイジ』
写真や壁画など、異なるメディアを扱う京都
の若手作家4名による展示。
会期：	7月20日（月・祝）－8月30日（日）

	 10:00－20:00
	 	 ※8月14日（金）－16日（日）は休館
会場：	ギャラリー北・南ほか
出展作家：川田知志、NAZE、前谷開、薬師川千晴
※入場無料

［関連企画］
アーティスト・ミーティング
日時：	8月30日（日）19:00－
会場：	和室「明倫」
ゲスト：遠藤水城（インディペンデント・キュレーター）

※入場無料・事前申込不要

伝統

素謡の会　関連企画「観能ツアー」
第8回《兼平》《蝉丸》《天鼓》
能舞台や演目、装束、道具などについての解
説の後、実際に能を鑑賞します。
日時：	7月26日（日）10:15－17:00	
会場：	京都観世会館（左京区）

講師：田茂井廣道（能楽師シテ方観世流）

料金：	3,500円
定員：	30名（要事前申込／先着順）

※10:00に受付開始。10:30を過ぎるとキャンセル
扱いとなります

夏休み能楽体験教室―発表会―
能楽の仕舞と囃子を学んだ子ども達の成果
発表会、および講師陣による半能「土蜘蛛」や
仕舞の実演。
日時：	8月6日（木）10:30－12:00	
会場：	大江能楽堂（中京区）

出演：	夏休み能楽体験教室受講生、大江又
三郎、河村晴久、田茂井廣道、宮本茂
樹、鷲尾世志子、廣田幸稔、宇髙竜
成、豊嶋晃嗣、宇髙徳成、山田夏樹、
小林努、原大、茂山茂、左鴻泰弘、吉
阪一郎、井林久登、前川光範

※入場無料・事前申込不要

トラディショナル・シアター・トレーニング
2015 成果発表会
世界各国から集まった参加者が能・狂言・日
本舞踊の3コースに分かれて行った3週間の
伝統芸能トレーニングとワークショップの成
果発表、および講師陣による実演。
日時：	8月12日（水）開場16:30	開演17:00
会場：	大江能楽堂（中京区）

出演：	T.T.T.2015参加者、片山伸吾、田茂井
廣道、大江信行、茂山あきら、丸石
やすし、茂山童司、若柳弥生、久田陽
春子、高橋奈王子

※入場無料・事前申込不要

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第26回「お化け屋敷を知る」
今回は、お化け屋敷の文化的・歴史的側面に
迫ります。
日時：	8月21日（金）19:00－20:30
会場：	和室「明倫」
講師：	堤邦彦（京都精華大学人文学部教授）	ほか
料金：無料
定員：	30名（要事前申込／先着順）

※7月20日（月・祝）10:00から電話・ウェブサイトにて
受付開始

ダンス

KAC Performing Arts Program 2015 
/ Contemporary Dance

『点とドットの主義主張』
日時：	8月29日（土）開場18:30	開演19:00
	 30日（日）開場14:30	開演15:00

会場：	フリースペース
構成：	大植真太郎
出演：	池田仁徳、大宮大奨、小倉笑、児玉北斗、

寺尾良子、早津あずき、山崎健吾、山田
郷美、李真由子

料金：	一般前売3,000円／当日3,500円
	 学生前売2,500円／当日3,000円
	 高校生以下1,500円（前売・当日共）

※Topic01（P1）もご覧ください

演劇

アーティスト・イン・レジデンス2015
ユン・ハンソル 成果発表公演

『国家 －Nation－』
韓国出身の演出家ユン・ハンソルによる京
都での滞在制作の成果をショーイング形式
で発表。
日時：	8月2日（日）開場13:30	開演14:00
会場：	講堂
料金：	無料
定員：	100名（要事前申込／先着順）

※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）

渡邉野子
「私だけの美しい世界を描く〜2015夏」
水で溶ける油絵の具を使い、小さなキャンバ
スにあなただけの美しい世界を表現してみま
しょう。夏の清 し々い一瞬間が絵の中に浮か
び上がります。
日時：	7月26日（日）13:00－15:00
会場：	制作室４
定員：	14名
料金：	300円（材料費）

※完成した作品はお持ち帰りいただけます。汚れ
てもよい服装でお越しください

白井剛・キム・ソンヨン 『原色衝動』
ダンスワークショップ
9月に京都芸術劇場春秋座で新作を披露す
る、ダンサー・コレオグラファーの白井剛とキ
ム・ソンヨンが講師を務めるワークショップ。
日時：
　［白井剛］　　			8月2日（日）15:00－16:30
　［キム･ソンヨン］8月30日（日）15:00－16:30
会場：	制作室10
定員：	各回10名
対象：	ダンス経験のある方
※動きやすい服装でお越しください

荒木優光・加納俊輔
「写真と音を持って外に出て遊ぼう！」
印刷された写真と、録音した音を持って外に
出かけます。写真を貼って写真を撮ったり、し
わくちゃにして投げてみたり、交差点で音を
流してみたり、河原で音を聞きながら写真を
風に揺らしてみたりします。
日時：	8月4日（火）14:00－17:00
集合：	制作室2
定員：	3名
対象：	5歳以上
持物：	カメラ、録音機器（スマートフォンも可）、

熱中症予防の飲み物

山／完全版
「声・身体・楽器をつかってセッション！」
声を発してみたり、メンバーが普段使ってい
る楽器を鳴らしてみたりして、自由に楽しく音
楽を演奏しましょう！
日時：	8月18日（火）15:00－16:30
会場：	ミーティングルーム2
定員：	10名
持物：	音の鳴るもの

このしたやみ「ロシア文学を演じてみる」
2年間のロシア留学を終えて帰国した演出家
の山口浩章が、ロシアでの俳優訓練を紹介
し、ロシア文学から身近なシーンを作ります。
日時：	8月19日（水）19:00－21:00
会場：	制作室3
定員：	20名
対象：	演劇・文学に興味のある方
※動きやすい服装でお越しください

したため「作品をみながら、はなす［した
ためver.］」
劇場で舞台作品をみる時、作品を味わい尽
くしていますか？主に美術作品で用いられる
「対話型鑑賞」という手法で、参加者同士の
コミュニケーションを通して、様々な視点から
作品を味わってみましょう。
日時：	8月22日（土）18:00－21:00
会場：	制作室4
定員：	15名

発表支援事業（共催事業）

山田耕筰没後50年・戦後70周年特別企画
『ペトロフの見たニッポン―詩と音楽の
時代―』
日時：	8月5日（水）開場18:30	開演19:00
会場：	講堂
料金：	前売2,000円／当日2,500円
出演：	河合珠江（ピアノ）、丸山晃子（ソプラノ）

主催・問合せ：ボヘミア・ミュージック・ソサエティ
　TEL：090-3721-9878
　E-mail：bohemiamusicsociety@gmail.com

演奏会 音楽百鬼夜行絵巻 〜「現代音楽」
でつづる摩訶不思議な妖怪変化〜
通常では得られない音色や効果を創出する
「特殊奏法」をもちいた作品を発表。
日時：8月7日（金）開場17:30	開演19:00
	 （レクチャー	18:00－18:45）

会場：	講堂
出演：	河合珠江（ピアノ）、小林千尋（作曲・電

子音響）、清水慶彦（作曲）、中川佳代子
（箏、地唄三絃）、永野伶実（フルート）、永
野歌織（女声）、増田真結（作曲）、丸山
晃子（ソプラノ）

料金：	一般前売2,000円／当日2,500円
	 小中学生500円（前売・当日共）

主催・問合せ：京都妖怪音楽協会
TEL：097-554-7388（大分大学教育福祉科学部	

清水研究室）

E-mail：youkaiongaku@gmail.com

Zeitgenössische Musik
ゲンダイの打楽器オンガク
日時：	8月9日（日）開場13:30	開演14:00
会場：	講堂
出演：	野村文子、西岡まり子、西岡美恵子
料金：	一般前売3,000円／当日3,500円
	 学生前売1,500円／当日2,000円
主催・問合せ：Cosmo	Projekt	実行委員会
　TEL：090-8795-9758（西岡）

　E-mail：ProjektCosmo@gmail.com

第5回森悠子のプロペラプロジェクト
─子ども音楽道場─
次世代を担う子どもたちのために音楽を通じ
て行う人間形成の教育プログラム。第5回は
J.ハイドン（E.アンゲラー）『おもちゃの交響曲	ハ
長調』を勉強します。
日時：
　［講習会］
　　8月21日（金）、22日（土）10:30－16:00
　［発表会（公開リハーサル）］
　　8月22日（土）開場14:30	開演15:00
会場：	フリースペース
料金：［講習会］両日12,000円／1日のみ7,000円
	 	 ※聴講料は1日1,000円
　　　［発表会（公開リハーサル）］無料
主催・問合せ：NPO法人	音楽への道CEM
　TEL：075-351-5004
　E-mail：office@musiccem.org

制作支援事業

渡邉野子 『美のやわらかく、かたくある美』
タブローやドローイングなど絵画作品を展示。
会期：	7月18日（土）－9月18日（金）

	 10:00－19:00
会場：	セゾンアートショップ〈ヨコハマグラン

ドインターコンチネンタルホテル1F〉
（神奈川県横浜市）

料金：	無料
問合せ：セゾンアートショップ　　
　TEL：045-228-7235

山／完全版『いきいきセンター』
多様なバックグラウンドをもつ集団「山／完
全版」による演奏、影絵、トーク、バー・イベン
ト等を行う展覧会。
会期：	8月8日（土）－23日（日）11:00－19:00
	 	 ※8月10日（月）は休館	
会場：	京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

（中京区）

料金：無料	※関連イベントは一部有料

問合せ：山／完全版
E-mail：ekamimura1985@gmail.com（上村）

荒木優光・加納俊輔 『味の断面』
写真を扱った上演作品『山びこのシーン』に続
く、2人の織りなすパフォーマンスパッケージ。
日時：	9月5日（土）10:00－15:00
会場：	旧所沢市立第二給食センター（埼玉県

所沢市）

料金：	無料
問合せ：引込線2015実行委員会事務局
　TEL：080-3537-302
　E-mail：info@hikikomisen.com

第239回 市民狂言会
日時：	8月20日（木）

	 開場13:30	開演14:00
会場：	京都観世会館（左京区）

演目：	舟船、瓜盗人、雁礫、千鳥
出演：	茂山千五郎、あきら、千三郎	ほか
料金：	前売2,500円／当日3,000円
	 高校生以下500円（前売・当日共）

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：444-645）

※団体券2,200円（20名以上）は京都
芸術センターにて取扱

KAC Performing Arts Program 
2015 / Music #1

『Double Respiration』
朴守賢×中川日出鷹
日時：	9月13日（日）

	 開場15:30	開演16:00
会場：	講堂
出演：	朴守賢（作曲・巴

バーウー
烏・葫

フールースー
蘆絲）、中川

日出鷹（ファゴット）、崔理英（ピアノ）

料金：	一般前売2,000円／当日2,500円
	 学生1,500円（前売・当日共）

素謡の会「宙にただよう恋」
第2回《小督》
日時：	9月17日（木）

	 開場18:30	開演19:00（受付開始18:00）

会場：	大広間（待合：講堂）

出演：	片山伸吾、吉浪壽晃、大江信行、
橋本忠樹、田茂井廣道	ほか

料金：	前売1,500円／当日1,800円

KAC Performing Arts Program 2015 
/ Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－

柳沼昭徳 作・演出 『新・内山』
日時：10月2日（金）－5日（月）

会場：	講堂
出演：	桑折現、阪本麻紀、今井美佐穂、

柏木俊彦	ほか

山崎彬 作・演出 『また愛か』
日時：	10月24日（土）－11月2日（月）

会場：京都芸術センター
出演：	玉置玲央、田中良子、藤原大介、

中西柚貴	ほか

両公演共に
料金：	一般前売3,000円／当日3,500円

学生前売2,500円／当日3,000円
チケット取扱（8月1日より発売）：京都芸術

センター、チケットぴあ（『新・内山』：

445-944／『また愛か』：445‐044）

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

京都市芸術文化特別奨励制度
平成28年度奨励者募集 
新たな芸術文化の創造を促進し、京
都の芸術文化の振興を図ることを目的
に、これから大きくはばたこうとする
若い芸術家たちを奨励します。奨励金
300万円。	
※詳細は募集案内、申請書をご参照ください	
締切：	7月31日（金）〔必着〕	

問合せ先／申請先：
○京都市文化市民局文化芸術都市推進室
文化芸術企画課	特別奨励制度担当	
〒604-8006	京都市中京区河原町通御池
下る下丸屋町394番地	Y･J･Kビル2階
TEL：075-366-0033
FAX：075-213-3181
www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000181426.html	

○京都芸術センター	特別奨励制度係	
（公益財団法人京都市芸術文化協会）

www.geibunkyo.jp/news/000237.html

募集要項および応募用紙は、京都芸術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、必要書類とともに同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）。

KYOTO EXPERIMENT 2016
SPRING フリンジ企画

「オープンエントリー作品」募集
フェスティバル会期中に京都府下で発
表される作品であれば、登録料不要、
ジャンル不問、審査なしで参加可能。
KYOTO	EXPERIMENTを通じて登録作
品についての情報を発信することができ
ます。
締切：	9月15日（火）

条件：
・	2016年3月5日（土）－27日（日）に作品の
発表が予定されていること（公演中の1ス

テージ、展示期間の1日のみでも可）

・	京都府内の会場で行われること
支援：	KYOTO	 EXPERIMENT	 2016	

SPRING	広報媒体における広報
協力

※詳細や申込フォームについてはフェスティ
バルの公式ウェブサイトをご覧ください

　WEB:	www.kyoto-ex.jp

KYOTO EXPERIMENT 2016
SPRING インターン募集
KYOTO	EXPERIMENT京都国際舞台芸
術祭	2016	SPRINGをスタッフと共に運
営するインターン（フェスティバル運営コース、

テクニカルコース、広報コース）を募集します。
期間：	10月－2016年4月（7ヶ月間）

選考方法：書類選考の後、面接（面接は9

月下旬を予定）

応募方法：応募用紙に必要事項を記入
の上、KYOTO	EXPERIMENT事
務局まで送付または持参

締切：	9月11日（金）〔消印有効〕

※詳細はKYOTO	EXPERIMENTウェ
ブサイトをご覧ください

応募先・問合せ：
KYOTO	EXPERIMENT事務局「2016	
SPRING	インターン募集係」（担当：村上）

TEL：075-213-5839（7月：平日11:00－

17:00／8・9月：平日11:00－19:00）

E-mail：info@kyoto-ex.jp
WEB：www.kyoto-ex.jp
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関西の舞踏家達による「舞踏をめぐる集まり」が、「舞踏という

問い」と題して公演・WSなどの関連企画を開催した。その一つ

が『死者への舞踏』で、3名の舞踏家が二つの会場で上演した。

最初の会場である西陣ファクトリーガーデン（FG）は、元

は古い染物工場であったそうで、剥がれた漆喰、無造作

な印象の奥壁が観客に奇妙な緊張感を与える。年代物の、

危うげな木材の梁が頭上にある。関典子がその梁を伝っ

て出てきた時、さっと緊張が広がった。

しかし彼女の演じる獣はこちらの不安など意に介さず、

いままさに死にかけながら地面に降り立つのであった。中

空に浮きながら忘我の時を迎えている。死に際を迎えた

者の舞踏には鬼気迫るものがあった。最後が近づけば近

づくほどに緊張感は増していく。身体の精密な機序が動

作の度に香る。私はこの作品の初演を見ているが、激しさ

が増しているように思う。自らを鼓舞し、時には自嘲する

ような表情を見せる。見苦しく足掻くようでありながらも、

同時にどこか諦めているようで・・・最後には、奥の壁の向

こうをすり抜けて昇っていく。これは力技だと思ったが、

獣には何となくふさわしい気がする。

田中誠司による「静かな微光」の会場は西陣FGではな

く、別会場（スペースALS-D）である。15分程歩く。ここは住

宅の並びの中にあり、階段で二階に上がって、もう一度

奥の階段へと足を踏み入れる。外界から隔絶された、静

茂山千五郎家の兄弟というと、長年の狂言ファンな
らば、数年前に世を去った四世千作と二世千之丞のこ
とを思い浮かべるだろう。彼らがいかに偉大で多くの
功績を残したかは、人々の記憶にいまだ鮮明な輝きと
ともに刻まれている。今回、「傳之会」と題した兄弟の
会を新しく立ち上げたのは、十三世茂山千五郎氏の長
男正邦氏と次男茂氏。四世千作からみれば孫にあたる。
「二人の上演したい曲、二人で上演したい曲を中心
に、子ども達の舞台も楽しんでもらいたい」とし、大切
に育てる意味を持つ「傅

かしず

く」を名称に掲げ、従来とは趣
の異なる会であった。
まず、茂山千五郎家では初舞台の演目とする『以呂

波』を、茂氏の長男・蓮と、正邦・茂の父である千五郎
氏とで披露し、初 し々い空気で幕を開けた。緊張が解
れる間もなく、名作『素袍落』が上演された。正邦氏の
希望する曲であることは、本人演じる太郎冠者の熱演
を見ればすぐに理解できた。
休憩をはさみ、茂氏の選んだ『悪坊』が始まる。乱暴

者の悪坊は初役という。酒に酔った姿で登場し、通りか
かった出家を道連れにする。つい先ほど演じられた『素
袍落』の太郎冠者も振る舞い酒に酔った演技をしてお
り、両者の様態が重なる。番組編成の慣習として、主
題や人物、演出の重複を避ける傾向にある。そのため、
太郎冠者と乱暴者とは違えども、酩酊の演技がオー
バーラップすることにいささか戸惑いを隠せなかった。
しかしながら、プログラム構成の段階で役者側が把握
していないはずもなく、なにより「上演したい曲」という

台湾のヤゲオ財団のコレクション展だ。実質的には、
同財団の理事長、ピエール・チェンが収集した近現代美
術のコレクション展である。展覧会に出ているのは、李

リー

明
ミン

維
ウェイ

（1964－）の参加型の作品など以外は、ほぼ全て、平
面か立体の作品だった。絵画がいちばん多かった。
「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である」。へ
んな展覧会タイトルだ。「じつは」という言葉が含む啓蒙
は、どことなく観客をバカにしている。
「じつは世界の宝である」は、①作品の値段が高い、

舞踏という問い 『死者への舞踏 Butoh for The Dead』
5月23日（土）

西陣ファクトリーGarden（京都市上京区）
スペースALS-D（京都市北区）

狂言「傳
かしずき

之会」
6月20日（土）

金剛能楽堂（京都市上京区）

『現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展　
ヤゲオ財団コレクションより』
3月31日（火）－5月31日（日）

京都国立近代美術館（京都市左京区）

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　8 / 1 ▲ 8 / 31

図書室休室日：8月31日（月）

旅をする遺族

未来へ繋ぐ芸の連鎖

常
サン

玉
ユウ

、ならびに郭
グォ

柏
ボー

川
チュアン

と
梅原龍三郎のことなど

ダンス

伝統

美術

高橋良明

北見真智子

吉田大輔

かなスタジオだ。一輪の花を持った半裸の田中が入って

きた瞬間、後ろの観客の動揺が伝わる。

彼は幽かに震え、中空の死者に語りかけているようだ。そ

れが次第に花と一体になり、床に倒れてしまい、身をよじり

ながら音のない嗚咽をする。嗚咽はまた、花の代弁でもある

のだ。花は生きているものであり、死んでいるものでもある。

このスペースは外界からほとんど隔絶されており、床が

地上なのか地下なのか分からない。一輪の花を巡り、田

中と観客と、横で耳をそばだてている死者。私は中空にあ

るはずの存在に思いを馳せていた。

会場は西陣FＧに戻り、Rosaゆきの「ポエジー	イン	ザ	キッ

チン」が上演された。とつとつと語られる実母の死の描写は聞

く者の耳を澄まし、意識は散りつつある桜の下へ。愛着ある

者の死。Rosaゆきの作品は前二作に比べてぐっと具体性が

高い。母の死の床で交わされた会話に、やがて来るその時

にまで、喪失と覚悟の間を揺れながら遺族の心は旅をする。

白眉はどこまでも続く家族写真の情景であった。縦横ど

こまでも途切れる事のない縁戚関係は大きすぎて一人の

眼には捉えきれないぐらい大きく、見る間に姿を消して、

けれど新たに広がっていく。

我々が求めているのは死者そのものとの交信よりも、死

をどう考えるかなのだろう。様 な々場所を渡り歩いてきた遺

族は旅をするのだ。死者の行く先を、彼らより先に一目見よ

うと・・・あれ？	旅から帰って、私は今、どこにいるんだろう？

（5月23日観劇）

コンセプトだからこそこうした状況も起こり得るのだろ
う。ふと評者の頭を、かつての茂氏のインタビュー記事
がよぎる。正邦氏以外で共演したい相手として、「伝え
られる事が多くあり、それを受け止めてくれる童司氏
（千之丞氏の孫）」と答えていたからだ。そのとおり、出家
役が童司氏であった点を含め、『悪坊』を取り上げた茂
氏の挑戦と傅く思いを垣間見たような気がした。
続く『口真似』は、正邦氏の三人の子ども達（竜正・虎

真・鳳仁）がはじめて一つの演目を勤めるもので、今回
の眼目であった。確かなセリフの応対や息のあった演
技に、観客のほとんどは彼らの成長ぶりを頼もしく思え
たことであろう。
公演の最後は、二人で上演したい曲として『二人袴』が

選ばれた。聟入りの挨拶を描く人気曲で、ユーモラスかつ
賑やかな演技が人 の々笑いを誘った。客席には『口真似』
を終えたばかりの子ども達の姿もあり、食い入るように舞
台を見ていた様子がほほえましく映った。
単に技術を教えるだけでなく、伝統的な考え方や心

の持ち方、豊かな感覚を育てるよう心がける雰囲気が、
舞台にはいつも漂う。揺るがぬ地盤があること、それを
しっかりと次世代に伝えていこうとする思いは、「傳之
会」と通して実現されていくに違いない。今後の正邦・
茂兄弟のリードに期待したい。

②美術史的にもだいじ、というふたつの意味らしい。現
代美術のある種のものは、わけわからないくらい高い。
それを可視化しようというのが本展の眼目のひとつのよ
うだ。会場では、作品の値段が明示してあった。なるほど、
「なんでも鑑定団」は人気あるしな……あれも「お宝」と
言ってるな……。
会場の最後には、「コレクター・チャレンジ」というゲー

ムがあった。やってみた。「もしも50億円あったら」という
往年のドリフのような設定で、展示作品を5点、選ぶ。す
ると合計金額を算出してくれる。合計240億円になりま
す、残念、50億円では買えません、みたいなメッセージ
が出て来る。ハハハ、190億円、足りなかったナ……、と
いう気持ちのむなしさ。注意書きには「本当に50億円を
差し上げるわけではありません」と書いてあった。わかっ
てます。
こういうところも、観客をバカにしている。本展を見た

あとに、浅田彰がこれを酷評しているのを読んだ。浅田
の酷評は、大つかみに言うと、①啓蒙が傲慢、②キャプ
ションがバカっぽい、③美術市場への分析や批評が足り
ない、④公共美術館の本義を忘れている、というもので、
概ねその通りだ＊1。
とはいえ、おもしろい作品は、たくさん出ていた。台湾

のコレクションだけあって、台湾や中国の近現代美術が
20点以上出ていたのがよかった。
特に印象に残ったのは、常

サン

玉
ユウ

（1901－1966）と郭
グォ

柏
ボー

川
チュアン

（1901－1974）だった。
四川生まれ、パリで死んだという常玉は、とてもいい

画家だ。5点出ていた。色彩の感覚が優れていて、「アヒ
ルとボート」（1930）に見られるように、白や黒の使い方が
特におもしろい。若いころ、日本に滞在していたという
説明があり、帰ってから興味を持って調べたが、その詳
細はよくわからなかった。
台南に生まれ台南に没した郭柏川の作品は、3点出て

いた。彼の「紫禁城」（1946）を見ると、紫禁城に材をとっ
て連作した梅原龍三郎（1888‐1986）の作品を連想する人
も多いだろう。梅原は、1939年から1943年まで断続的
に6回、北京に滞在していた。構図は少し違うが、線も、
色の感覚もよく似ていて、響きあう空気のなかにいたふ
たりに思えた。1928年から1933年まで東京美術学校に
留学し、岡田三郎助（1869-1937）に師事した郭柏川は、梅
原の北京滞在中に彼と親しく交わり、そののちもずっと
交流が続いたという。互いに影響を与え合った仲であっ
たようだ。やはりふたりはともだちだったか。キャプショ
ンで全く説明されていないので、これは家に帰って自分
で調べてわかったこと＊2。
最後に。本展4番目のセクションは、「中国の近現代美

術」という名が掲げられていたが、そこで取り上げられた
9人のうち6人までは台湾出身の画家だ。これを「中国」と
まとめていいのか。約一年前、「あの白菜」（翠玉白菜）が
東京国立博物館に来る来ないの悶着を思い出した。

たかはし	よしあき／インタビュアー●「京都の演劇人にインタビュー	頭
を下げれば大丈夫」というウェブサイトを製作しています。最近、朝活な
るものに少し興味があります。	http://www.intvw.net/

きたみ	まちこ／大阪音楽大学非常勤講師ほか●父や祖父、叔父たちが
演じる『二人袴』を客席で見ていた子どもたち。彼らの目に舞台はどのよ
うに映っていたのか、とても気になりました。大人になって演じる機会が
やってきた時、当時の記憶として甦るのでしょうか。

よしだ	だいすけ／京都造形芸術大学非常勤講師ほか●ニコラ・ブリオー
『関係性の美学』以来というべきか、単に「関係」と書けば済むところまで
「関係性」と書くひとが多くなっていませんか（美術館のキャプションなどに顕

著）。細かいことだけど、気になっています。

『二人袴』

＊1	浅田彰「「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である」か?!」REAL	
KYOTO（http://realkyoto.jp/review/guess-what-hardcore-contemporary-arts-

truly-a-world-treasure/）

＊2	吉田千鶴子「東京美術学校の外国人生徒　後編」『東京藝術大学美術
学部紀要』34、pp.45-143、1999、西原大輔「近代日本絵画のアジア
表象」『日本研究』26、pp.185-220、2002

撮影：ハヤシハジメ

サンユウ（常玉）	《六頭の馬》	1930年代	ヤゲオ財団蔵

夏休み企画展2015		『ハイパートニック・エイジ』（7/20－8/30）

夏休み企画展2015		『ハイパートニック・エイジ』
［関連企画］アーティスト・ミーティング夏休み企画展2015		『ハイパートニック・エイジ』

［関連企画］フレスコ／テンペラ体験ワークショップ	

夏休み能楽体験教室—発表会—（大江能楽堂）

アーティスト・イン・レジデンス2015
ユン・ハンソル	成果発表公演	『国家	－Nation－』

［明倫WS］白井剛・キム・ソンヨン『原色衝動』ダンスワークショップ	［白井剛］

［明倫WS］荒木優光・加納俊輔	「写真と音を持って外に出て遊ぼう！」

［共催］山田耕筰没後50年・戦後70周年特別企画
『ペトロフの見たニッポン—詩と音楽の時代—』

［共催］演奏会	音楽百鬼夜行絵巻	～「現代音楽」でつづる摩訶不思議な妖怪変化～

［共催］Zeitgenössische	Musik	ゲンダイの打楽器オンガク
［共催］第5回	森悠子のプロペラプロジェクト	─子ども音楽道場─

［明倫WS］山／完全版	「声・身体・楽器をつかってセッション！」

［明倫WS］このしたやみ「ロシア文学を演じてみる」

［明倫WS］したため「作品をみながら、はなす［したためver.］」

［明倫WS］白井剛・キム・ソンヨン『原色衝動』
ダンスワークショップ	［キム･ソンヨン］

トラディショナル・シアター・トレーニング2015
成果発表会（大江能楽堂）

五感で感じる和の文化事業	月イチ☆古典芸能シリーズ
第26回「お化け屋敷を知る」

臨時休館日

KAC	Performing	Arts	Program	2015	/	Contemporary	Dance
『点とドットの主義主張』

sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon 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 29

sat sun mon wed satthu sunfri montuethu
313028
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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！

若手アーティストの発掘・支援を目的とし、京都芸術センターでの展
示プランを募集する「作家ドラフト」。本企画は、美術に限らず各界の
第一線で活躍する方を審査員に招き、その独自の視点から審査を行う
ことが特徴です。

今年度は美術家の小沢剛さんを審査員にお招きし、104件の応募の
中から下記2名の作品展示プランが選ばれました。

［ギャラリー北］ 近藤愛助 《サンフランシスコに移民として暮らしてい
た曾祖父について（またはベルリンに移民として暮らしている私について）》

［ギャラリー南］ BARBARA DARLINg 《BETWEEN #01》

審査を終えた小沢さんは、今回の応募プランに力作が多かったこと
を受けて、お二人へ次のような期待を述べています。

「今回募集の際に僕が書いたテキストの影響なのだろうか、あるい
は最近のおかしな世相に対しての危機意識の現れなのだろうか、社会
に対する問題意識を持つような作品プランが目立った。若い作家達の
そのような動きを見ていると未来に対する希望を感じる。アートだから
なにかが出来ると信じたくなる。
今回入選した近藤愛助さんのプランは、彼の曾祖父が、第二次世界

大戦中に収容されていた米国の日系移民施設で撮影した写真によるも
のだ。それらモノクロ写真を使ったインスタレーション、そして自身が曾
祖父になりかわるパフォーマンスの映像を提案している。作家個人の歴
史を大きく突き破り、曾祖父とのシリアスな対面が見られるのであろう。
また、BARBARA	DARLINgさんは映像作品のプランを提案してき

た。一組のカップルがたった一言『愛している』という台詞だけで東北
の海岸を車で旅をするロードムービーのような作品になるらしい。一つ
の言葉だけを使うというのは芝居のメソッドではよくあるものらしいが、
東北の海岸の旅の風景に投げかけられるたくさんの『愛している』は、
どのような風景になってゆくのか、想像しただけで心が高まる。」

お二人による展示は2016年2月に開催を予定しています。ご期待
ください！

西尾咲子（アート・コーディネーター）

アーティスト・イン・レジデンス2015 
ユン・ハンソル 成果発表公演 『国家 －Nation－』
韓国出身の演出家ユン・ハンソルによる京都での滞在制
作の成果をショーイング形式で発表。
原案・演出：ユン・ハンソル
日時：	8月2日（日）開場13:30	開演14:00
会場：	講堂
クリエーションメンバー：市村友和、げいまきまき、
	 白木羽澄、新宮風香、山本大地ほか
料金：	無料
定員：	100名（要事前申込／先着順）

6月に実施した1回目のクリエーションでは、日本のアーティストと共に選挙制
度について様 な々話し合いを行いました。8月2日のショーイングでは、「国家
について対話を通して得たアイデアを、あくまでコメディとして観客に示して
みたい」といいます。どのような公演になるか、今からとても楽しみです！

岩村空太郎（アート・コーディネーター）

TO P I C  04TO P I C  03
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「作家ドラフト2016」
入選者発表！

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム2015 成果発表展

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム2015 成果発表公演
ユン・ハンソル『国家－Nation－』ショーイング

会期：6月20日（土）－7月5日（日）

山本浩貴 『他者の表象 あるいは 表象の他者』

日韓アーティストの共同作業で迫る「国家」

優れた演劇人に贈られる「斗山蓮崗芸術賞」を
2011年に受賞するなど、韓国の現代演劇界で

今最も注目すべき演出家のひとりであるユン。2012年、
彼は初の日本公演を開催し、日本人俳優やスタッフと
活動を共にしました。それ以降、日本での創作を望ん
できた彼が、新たな共同制作の地に選んだのは、様々
な文化が交差する都市・京都でした。今回、日本のアー
ティストとの共同制作により、『国家-Nation-』と題した
新作パフォーマンスをショーイング形式で発表します。
彼はこれまで社会や政治、宗教や戦争などのテー

マを、従来の演劇の枠にとらわれず、様 な々方法で発
表してきました。今回の制作でも、日韓のアーティスト
同士の表面的な交流ではなく、あえて根本的なテー
マを扱い意見交換を重ねることで、より深い共同作業
を目指しています。本作『国家』は、タイトルの通り「国

現在ロンドンに拠点を置く美術作家・研究者の山本浩貴は、社
会問題にアプローチする手段としてのアートや、社会とアート

の関係について、研究と実践の双方向から活動を行っています。今
回京都で取り組んだテーマは「移住（migration）」。グローバル化が加
速する現代では、世界の多くの人びとにとって「移住」がますます身
近な現象となる一方、異なる国、人種、宗教に対する非寛容も世界
中で後を絶ちません。山本は「移住する人」という切り口から、日本
における「他者」の「表象」に迫り、2つのプロジェクトを実施して、南
北それぞれのギャラリーでその成果を発表しました。
ギャラリー南には、《移動する人 と々街を歩く》と題し、京都に住む

外国人の方々に協力をお願いして、協力者自身が撮影した映像と写
真6点、そして、京都市国際交流協会の窓口スタッフおよびベトナム

難民の専門家にインタビューした映像を3点展示しました。
ギャラリー北では、展覧会に先立つ6月12日に元崇仁小学校の運

動場でアドバルーンを打ち揚げ、地元の人に参加を呼び掛けてイベ
ントを開催した様子を撮影した映像作品1点を展示しました。

両ギャラリーの展示がどのように関連付けられるのかは、鑑賞者
が作品を見てどう考えるかに委ねられていましたが、ひとつ繋がりを
指摘するとすれば、両会場の作品とも、外国、日本、京都、崇仁地域
といった、それぞれ名前の付けられた空間を区切る目に見えない境
界線が取り去られる瞬間の経験と結びついていると言えるでしょう。
多様な「移住」のありかたに目を開き、ステレオタイプにとらわれ

ず、文化や言語やバックグラウンドの異なる「他者」とどう向き合うか、
また、他者と自分、あるいは他者と他者の間に横たわる境界線をど
う自覚すればよいのか、展覧会を通して私たち一人ひとりが考える
きっかけとなったのではないでしょうか。

土山亮子（アート・コーディネーター）

家」がテーマの１つです。本作では、ショーイング中に
架空の選挙を行います。これは選挙という手段を通
して、国家を捉えたいという彼の構想が根底にありま
す。特定の権威や人気の有無に左右されない架空の
立候補者に対し、観客が投票し、架空の代表者の選
出を行います。今回の京都でのショーイングでは、架
空の韓国大統領を決める選挙を行う予定です。

選挙で選ばれる代表者は、投票者の考えを
代理するものであったはずだ。しかしながら、
代理人であるはずの代表者たちの発言が、い
つしか「国民」と乖離してしまうのはなぜなの
か？	また本来、理念や公約によって代表者が
選ばれるべき選挙が、どこか人気投票の場に
なってしまっているのはなぜだろうか？
今回は、日本ではなじみのない韓国の架空の

大統領選挙を行ってみようと思う。人物像も経
歴も分からない、立候補者の理念だけが判断さ
れる選挙はどのようなものになるのだろうか？

─ユン・ハンソル

本年度のアーティスト・イン・レジデンス・プログラム［ビジュアル・アーツ部門］のレ
ジデント・アーティストとして5月半ばから2か月にわたり京都で滞在制作活動を
行った、山本浩貴の成果発表展を開催しました。

異なる文化に触れることで新しい芸術表現を生み出そうとす
る新進のアーティスト・芸術分野の研究者の滞在創作活動を
支援するプログラム「アーティスト・イン・レジデンス」。このプ
ログラムのパフォーミング・アーツ部門で選出された、韓国出
身の演出家ユン・ハンソル（Hansol	Yoon）が、約3ヶ月間の滞
在制作を経て、成果発表公演を行います。

報告

また本作は、アーティスト本人によって韓国での公
演も計画されています。今回、日本で韓国人演出家で
あるユンが作品を発表するのに対し、韓国では、日本
人演出家により創作された韓国版の『国家』が上演さ
れ、架空の選挙により、日本の架空の総理大臣が選
出されます。最終的には、架空の日韓首脳会談が開
催されるというのが現在の構想だといいます。「ゆくゆ
くは世界各国で『国家』公演を行いたい。そして架空
の代表者同士が集う架空の国際会議を作り、政治家
の言葉ではない、市民の言葉で意見交換ができる場
を作りたい」というユン。国際的なプロジェクトが、今
動き出します。

《移動する人 と々街を歩く》（2015）	ギャラリー南 《元崇仁小学校でアドバルーンを揚げる》（2015）	ギャラリー北　撮影：前谷開

左上／『i	am	the	sexking』（2011）　左下／『ステップメモリーズ─抑圧されたものの帰還』（2012）　右／クリエーションの様子
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