京都芸術センターでは、
「 京都国際ダンスワーク

フェスティバル25周年を記念して、委嘱新作の上演と、

（通称：京都の暑い夏）
を通して
ショップフェスティバル」

このフェスティバルを通じて国内外で活躍するダンサーによる、

世界とつながり、
京都からより多くのダンサーが輩出

本公演でしか見られない競演をお届けします!!!

され、
国内外で活躍していく機会につながることを
目指しています。

京都国際ダンスワークショップフェスティバル

SHARE
25周年記念公演

2020. 4.24［ 金 ］1 9 : 0 0

4.25［ 土 ］1 3 : 0 0 / 1 7 : 0 0
※開場は開演の30分前

京都芸術センター フリースペース
総合プロデュース： 坂本公成
舞台監督・照明・音響 ： 渡川組

第一部
韓国気鋭の振付家チョン・ヨンドゥが、
寺田みさこと森裕子に全編ヴィラ＝ロボスの音楽で
演出・振付を行う。
振付 ： チョン・ヨンドゥ
（ソウル）
音楽 ： エイトル・ヴィラ＝ロボス
衣装 ： 清川敦子

『鳥と女性、
そして夜明けの森』
出演 ： 寺田みさこ
（初演：Dance Box 2018年）

『秋の青（仮題）』
出演 ： 森裕子

『Natural Enemy』
出演 ： 寺田みさこ＋森裕子

第二部『BOUND TO CLOUD』
フェスティバルに縁があり国内外で活躍するダンサー達と、
フェスティバル講師であるカティア・ムストネンによる、
本公演のみのスペシャル競演!!!
構成 ：カティア・ムストネン（オウトクンプ）
音楽 ： cumulus（ ryotaro & 宮嶋哉行）
出演 ：カティア・ムストネン、
イスマエラ（パリ）、
大前光市（東京）、濵田陽平（ベルゲン）、木村英一（京都）、
服部哲郎（愛知）、村上渉（大阪）、杉本音音（埼玉）、
森井淳（大阪）、森川弘和（東京）、林南々帆（京都）、
益田さち（大阪）
プロデュース： 野村香子

チケット料金 ： 前売 一般3,000円／学生2,500円
※当日は500円増 ※4月25日
（土）13:00の回のみ未就学児童の膝上鑑賞可（無料）

チケット申込 ：【予約】http://hotsummerkyoto.com/share25th/ 【購入】京都芸術センター窓口（10:00−20:00）
問合せ ：メール info@hotsummerkyoto.com TEL.070-6500-7242
主催 ： 一般社団法人ダンスアンドエンヴァイロメント、京都芸術センター
共同製作：NPO法人Dance Box 、
ベルフォール国立振付センター（仏）、京都市左京東部いきいき市民活動センター（指定管理者：NPO劇研）
協賛 ： エアスペンサー（株） 特別協賛 ：クラウド・ファウンディングで支援して下さった皆さま 助成 ： 芸術文化振興基金（申請中）

International Dance Workshop Festival in Kyoto 2020

京都国際ダンスワークショップフェスティバル 2020

2 0 2 0 . 4. 1 7［ 金 ］-

5. 6［ 水・祝 ］

主催 ： 京都芸術センター、一般社団法人 ダンスアンドエンヴァイロメント
共催 ： アンスティチュ・フランセ関西、
ヴィラ九条山、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
協賛 ： エアスペンサー（株）

W O R K S H O P S C H E D U L E ［ワークショップ スケジュール］
受講クラスについてお悩みの方は気軽にお問い合わせください。

今年のテーマは「 S HA RE 」
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今年25周年を迎えるこのフェスティバルは、日本全国、そして世界からダンス
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気付き、身体に対する知覚を更新させていくことを目指します。また、自身にとっ
ての新しいダンスへのアプローチを学び、他者や自身を取り巻く環境を発信し、

フランチェスコ・スカベッタ

メージ、物理的法則など、私たちの身体を織りなしている様々なものに新たに

イスマエラ

イスマエラ

B2 B2
17:00

エリック・ラムルー

身体を通して聴き取れるもの、皮膚、筋肉、骨や内臓という身体を構成して

チョン・ヨンドゥ

に参考になるのではないでしょうか？
いるものにより鋭敏になると共に、呼吸、フロー、時間、空間、情報、記憶、イ
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16:00

フランチェスコ・スカベッタ

リゼーションが進む中でダンサー・振付家の進む道として彼等の経験知は大い

A4 B3

ミンロン・ヤン

文化を拠点に活躍するダンサー・振付家が多いのも特徴の一つです。グローバ

A4 B3

カティア・ムストネン

15:00

オーディション
説明会②

カティア・ムストネン

たがる活動をしているフランチェスコ・スカベッタなど、自身の出生地を離れて異

オーディション
説明会①

ミンロン・ヤン

を拠点にするホラシオ・マクアクア、イタリア出身でノルウェーとスウェーデンにま

スカラー
ミーティング

カティア・ムストネン

現在アメリカ合衆国で活動中のミンロン・ヤンや、モザンビーク出身でスペイン

A2 A3

ミンロン・ヤン
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坂本公成＋野村香子

B1 B1
坂本公成＋野村香子

今年の講師陣はフランスを拠点に活躍するイスマエラをはじめ、台湾出身で

カティア・ムストネン

A4 B3

機会も設けました。

A2 A3

木

ミンロン・ヤン

13:00

ミンロン・ヤン

ターのエリック・ラムルーによるレパートリークラスなど、よりインテンシヴに学べる

A2 A3

カティア・ムストネン

チェンジ、韓国で開催されるチョン・ヨンドゥによるWSとのエクスチェンジなど新
しい出会いに接続していく回路を設けると同時に、ベルフォール国立振付セン

水・祝

ミンロン・ヤン

12:00

火

30

カティア・ムストネン

スウェーデンのヴィトリケ・センター・フォー・パフォーミングアーツとのエクス

ミンロン・ヤン

いきます。
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月

カティア・ムストネン

法や身体を巡る対話の
〈場〉
を皆さんと京都芸術センターを舞台に
「シェア」
して

坂本公成＋野村香子
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28

日

B1 B1
坂本公成＋野村香子

す。今回は国際的に活躍する振付家・ダンサー12名を招聘し、様々な身体技

土
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18:00

身体知をSHAREしていく、そういう身体と思考プロセス作りを行います。
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A6 D

坂本公成＋森裕子
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プログラム・ディレクター

A

WORKSHOP

A1

ダンスメソッド & ボディ・コンディショニング
D an ce Me th o d & B o d y C o n d itio n in g
ダンサーとしての身体とは何か？ 身体の構造を理解するとともに、
空間、時間、エネルギー、そして創造性へと飛翔していく諸要素を学びます。
また身体をケアしながらダンサーとしてより伸びやかに大胆に、
自由に動けるよう身体の知恵も学びます。

A2

大前 光市（日本）

4.18（土）−19（日）19:00-21:00

カティア・ムストネン（フィンランド）
4.27（月）−5.6（水・祝）10:30-12:00

全2回

全9回

B

そして、身体のインスピレーションやイマジネーション、
他者や空間とのコミュニケーションを重視する
インプロヴィゼーションのクラスです。
自身と他者、世界とのコミュニケーション能力、
Response-Ability
（対応能力）
を探求します。

定員 25名（通し優先）

か。膝や関節に負担をかけず、一生踊れる身体の優しい使い方をお教え

背骨の接合部や中心-末梢の接続を強く意識しながら、身体を目覚めさせる
ように呼吸し、開いていきます。また、重さの感覚へ意識を向けたり、アイソ

なります。ダンサーだけでなく、どなたでも参加できます。

レーション、アーティキュレーション、コーディネーションなどの様々なダイナミ
クスへ注意を向けることでムーヴメントを探ります。クラスの後半では、空間

B1

における水平位置、運動、上下逆転や方向の変化に注意を向けながら、フ
ロアから立ち上げる形のフレーズワークを組み立てます。このクラスでは身体

A4

ミンロン・ヤン（アメリカ）
※5.1（金）は休み

会場 フリースペース
料金 ￥13,000（通し）／￥3,000（1回）
定員 30名（通し優先）

全9回

※5.1（金）は休み

ボディ・コンディショニング・クラス。身体と精神のつながりを意識し、徐々に自
分自身を目覚めさせ、落ち着きとエネルギーを同時に得られるように身体を開

ダンス・メソッド・クラス。リリーシング・テクニックを中心とする基礎的な身
体技法を、さらにダンサブルに推し進めていきます。フレーズ・マテリアルを

いていきます。太極拳、気功、ヨガ、アレキサンダーテクニーク、クラインテク
ニークなどの様々な身体技法をご紹介します。台湾出身で武道から様々なボ

取り入れることで、培った身体技法をより長く複雑な一連のムーブメントに
応用していきます。エクササイズとフレーズを分析することで、これらのムー

ディーワーク、そしてトリシャ・ブラウン・ダンス・カンパニーで培ったリリーシング・
テクニックなどを会得するミンロン・ヤンによるリリーシング・テクニック・イントロ
ダクション・クラスでもあります。

ブメントを探求し、実験していきましょう。東洋的身体と西洋的身体のハイ
ブリッドを実践するミンロン・ヤンによるスペシャル・クラスです。

A6

フランチェスコ・スカベッタ

（ノルウェー）

全9回

※5.1（金）は休み

会場 講堂 料金 ￥30,000（通し）／￥4,000（1回）
定員 30名（通し優先）
「Presentation A Surprised Body」
リリース・テクニックやフロアワーク、即興に基づき、またダンサー・振付家と
しての経験や太極拳の影響を経て、身体の深い変化を繊細で詩的な動き
へとつなげていきます。
タイトルにある“Surprised Body” とはすなわち、常に油断なく目覚めた身
体のイメージであり、身体自身を驚かせ、あらゆる慣習からも逃れることの
できる身体のイメージです。身体の中をムーヴメントが自由に通り抜ける
状態、身体的ボキャブラリーの複雑さとアーティキュレーションを手に入れ
ることを目標とします。

澄まし、身体が生み出すムーヴメントを通じて、他者との身体コミュ
ニケーションへの理解を深めていくことを重視します。いわゆるダン
ステクニックは必要ではありません。
「他者」
と触れる中で、身体の
センセーション、相互の身体をリスペクトすること、そしていかに対

4.27（月）−5.6（水・祝）19:00-21:00

※5.1（金）は休み

全9回

会場 講堂 料金 ￥22,000（通し）／￥3,000（1回）
定員 30名（通し優先）
このクラスでは、ムーヴメントの創造と構成を行います。特定の技術レベル
に準じるというよりは、集中力と好奇心、鋭敏さを要求する高度に身体的
なワークです。参加者は、瞬時にして自身を環境へと結びつけることを学
び、決断する際の遊び心と自発性を高めることで、意味に満ちた振付を即
座に作り出すことができるようになります。参加者は身体とイメージ、エモー
ションからワークを行い、新たな驚くべき可能性を発見していきます。
その意図は常に、個々のダンスにおける十全な表現とコミュニケーションであっ
て、妙技というよりも、存在としての個性にあります。より多くのリスクを引き受け、
自身の創造性を掘り下げるために、他者の身体に注意を払い、観察し、共有し、
与えられたものをよく理解することで、誰もが互いに学び、さらにダンスがありあ
りと発現し、より深みのある豊かなものとなるでしょう。Letʼs dance!

4.18（土）−4.19（日）16:30-18:30

全2回

会場 フリースペース
料金 ￥4,500（通し）／￥2,500（1回）
定員 25名（通し優先）

もこの場に参加できる、何でもできる、何処でもできる、必要なの
はただ生きている事。生きてさえいれば全ての事が可能だから、
ルールは1つだけです。音楽をシャッフルでかけ、１曲につき1人が
順番にソロをする。ただそれと同時にこのルールを守る必要もない
ので、要は完全に自由なのです。

話していくかに焦点を当てています。B3クラスの導入にもおすすめ。

B3

カティア・ムストネン（フィンランド）
4.27（月）−5.6（水・祝）13:00-15:00

ホラシオ・マクアクア（スペイン）

イスマエラ（フランス）

『愛と腸』
とは世界各国で即興の場を作るプロジェクトです。誰で

コンタクト・インプロヴィゼーション基礎講座。
「他者の身体」
に耳を

会場 フリースペース 料金 ￥22,000（通し）／￥3,000（1回）
定員 25名（通し優先）

会場 講堂 料金 ￥18,000（通し）／￥2,500（1回）
定員 30名（通し優先）

B2

4.17（金）19:00-21:00
4.18（土）、4.19（日）10:30-12:30／13:30-15:30

ミンロン・ヤン（アメリカ）

4.27（月）−5.6（水・祝）13:00-15:00

全9回

坂本公成＋野村香子（日本）全5回
4.17（金）−4.19（日）

の動きにおける肉体的強度や力を抜いていくことを目指します。

4.27（月）−5.6（水・祝）15:30-18:30

「コンタクト・インプロヴィゼーション」。

初心者から専門家まで参加可能なボディ・コンディショニング・クラス。

します！より楽に、大きく動けるようになれば、動くことや踊ることが楽しく

A5

「身体と身体」
の対話を具体的で物理的な法則に委ねて探求する

会場 フリースペース
料金 ￥18,000（通し）／￥2,500（1回）

簡単そうに美しく動いている人は、どのように身体を使っているのでしょう

4.27（月）−5.6（水・祝）10:30-12:00

Cont act & I mpr ov i s at i on

※5.1（金）は休み

会場 フリースペース
料金 ￥5,000（通し）／￥3,000（1回）
定員 30名（通し優先）

A3

コンタクト & インプロヴィゼーション

※5.1（金）は休み

全9回

会場 講堂
料金 ￥22,000（通し）／￥3,000（1回）
定員 30名（通し優先）

接触のダイナミクスとともに訪れる知覚を微細に調律していくことで、コンタクト・
インプロヴィゼーションに取り組みます。オフバランスやスパイラル、接触を介した
コミュニケーション、そして重さを共有するテクニックを学ぶことで、他者との関係
性を安全で快適なものに整えます。重さに対する感覚を敏感にし、集団とのつな
がりや調和を感じるのも1つの方法です。断片化と対比させることで、個々から出

5.6（水・祝）は、カティア・ムストネンのリーディングによ
るジャム・セッションを行います。即興の自由な踊りを
楽しみながら、身体と心を開放し、より深いコミュニ
ケーションを目指します。

てくる動きの選択を刺激し、私たちの中の即興性を覚醒させ、様々なダンスへと

料金 ￥3,000

つなげていきます。

※他クラス受講者はジャム・セッション単発での参加も可

……ダンス初心者も受講できます。

……アドバンス向けクラスとなります。

※各クラス、通しでお申込みの方を優先で受け付けます。
※海外講師のクラスは適宜通訳あり。
※ワークショップは基本見学可能ですが、一部のクラスや時間帯によってはお断りする場合がございます。

……オーディション対象のクラスです。

C
C1

C r e at i on & R e se a r c h
国際的に活躍しているコレオグラファーが、固有のボキャブラリー及び、
創作のキーとなる考え / プロセスを参加者と共に探求します。
参加者も自分の創造力を発揮しながら、
与えられるテーマに沿って作品創作の過程を体験します。

C2

（韓国）
チョン・ヨンドゥ

4.27（月）−5.6（水・祝）15:30-18:30

4.27（月）−5.6（水・祝）15:30-21:00

全9回

会場 フリースペース
料金 ￥30,000（通し）／￥4,000（1回）
※4.27（月）−29（水・祝）のみ単発受講可
定員 25名
リズムを分析し、つくり、話し合うことで、自分の動きを客観
的に認識し、細部まで意識するよう促します。リズムは、音
楽の中だけのことではありません。空間、時間、建物、美術、
週、月、年、季節、命…様々なところにリズムは存在します。
音のないダンス作品にもリズムは存在し、それを無視するこ
とはできません。動きの要素がどのようにつながりあってい
るのかを探りましょう。また音楽を考察し、自分の作品にも
活用したいと考えている方、身体と動きの新たな可能性を
見出したいダンサー、様々なリズムを自らの創作に応用した

E

エリック・ラムルー（フランス）

全9回

※5.2（土）は休み
※最終日の5.6（水・祝）、フリースペースにてショーイングあり

※5.1（金）は休み

会場 制作室7

料金 ￥35,000（通し） 定員 15名

このワークショップでは、エリック・ラムルーとエラ・ファトゥミ

こどもとおとな
Ki ds & Adul t
こどもと大人が一緒にからだを動かす中で、
自分のからだに気付くクラスです。

合田 有紀＋野村 香子（日本）
5.2（土）−5.3（日・祝）13:00-14:45

※途中休憩あり

全2回

会場 制作室7 料金 大人￥1,500（1回）こども￥500（1回）
定員 こども10名 大人10名
対象 こども6歳以上 大人18歳以上
※こどもだけ、大人だけの参加も可

が、ブルキナ・ファソ、マラケシュ、チュニス、フランスのダン
サー12名と制作中の最新作『AKZAK』
のクリエイションで用

ダンスが好きな人から初めてでドキドキの参加者まで、ウェルカム！！この

いるメソッドを取り上げます。そこではシンコペーション、テ

クラスではこどもから大人までのダンス経験の異なる参加者全員が、踊り、

ンポ、ユニゾンなどリズムの特徴を探り、形・動き・パターン

動き、感じ、創造することを通し、ダンスを楽しみながら学ぶことができます。

を使ってコントラストのあるダンスを目指します。またリズム

年齢の違う相手との共同作業では、他者との能力の違いを理解し、尊重し

スコアに従い、手でリズムをとる動きを身体全体に拡げるこ

合いながら一緒に踊ることができます。

とで、ダンスを生み出していきます。リズムスコアが群舞とし

クラスの中では、基礎的なダンスの要素によって身体のつながりを鍛えて、踊

ての振付の基盤となり、個々が予測不能に逸脱していく可

ることの自信を高めます。また、講師のサポートの下で自分がイメージした動き
やダンスを作り、自分が持っているクリエイティヴィティを活かす方法が見つか

能性を引き出します。

るでしょう。新しく発見した自分の素質を十分に活かして踊ってみませんか？

い振付家の方々への手助けともなるクラスです。

D

E

クリエイション & リサーチ

REGISTRATION

ビギナークラス

［申込方法］

B e g i n ne r Cla ss
コンテンポラリーダンスの多様性をコンセプト的にも地理的にも満喫できる、
イントロダクション・クラス。世界の第一線で活躍する講師による様々なスタイル、
考え方のダンスに触れることができるダンスの旅。

D

4.27（月）−5.5（火・祝）19:00-21:00

全9回

※各クラス後、アフタートークあり

会場 フリースペース 定員 30名
料金 ￥22,000（通し）／￥12,000（5回）

￥3,000（1回）

4.27（月）
28（火）

・・・・・・・・・・・・

坂本 公成＋森 裕子

ミンロン・ヤン
29（水・祝） 野村 香子
30（木）
フランチェスコ・スカベッタ
・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・

5.1（金）
2（土）

・・・・・・・・・・・・

ホラシオ・マクアクア

エリック・ラムルー
3（日・祝） イスマエラ
4（月・祝） カティア・ムストネン
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

5（火・祝） チョン・ヨンドゥ
・・・・・・

1

申込
下記WEBサイトより
お申し込みください。

2

クラス確認と
振込案内

3

受講料振込

申し込み後、
メールにて希望受講
クラスの確認、
受講料、振込先情報を
お知らせします。

4

申込完了
入金が確認出来次第、
メールにて申し込み完了
をお知らせします。

※期限以内にご入金がない場合はキャ
ンセルとなります。
※受講料は税込です。振込手数料はご
負担ください。
※いかなるキャンセルについても返金は
いたしません。
※払込受領書は「受講票」
となるので、
当日まで大切に保管ください。

http://www.kac.or.jp/events/27836
受付開始日
● 通し受講：2/20
（木）
〜
● 単発受講

A1、B1、B2、D、Eクラス：2/20（木）〜
A2-6、
B3、
C1クラス：4/1（水）〜

※定員に達し次第受付終了

メール受信後、
7日以内に受講料を
お振り込みください。
入金をもって申し込み完了となります。

5

完了
各会場の受付にて、
払込
受領書をご提示ください。

TEACHERS
A1

A2 B3 D

B1 D E

B2 D

大前 光市

カティア・ムストネン

野村 香子

イスマエラ

KOICHI OMAE

KA TJ A MUSTON E N

K YO K O NO MU R A

I S MAER A

東京 / 日本

オウトクンプ / フィンランド

京都 / 日本

パリ / フランス

Tokyo / Jap an

Outokumpu / Fi nl and

Ky o to / Ja pa n

Pa ris / F ra nc e

交通事故で左足を失ったダンサー。2016年リオデジャネイロパラリンピック

フィンランド出身のダンサー、教育者、ダンスメイカー。2004年オウトクンプ

2007年-2017年Monochrome Circusに所属。以降カンパニーの主要ダン

フランスを拠点に、世界中で自身の即興パフォーマンス
『愛と腸』
を展開中

閉会式にてソロを踊る。2017年紅白歌合戦にて平井堅と共演、後にNHK

（フィンランド）
にあるVocational Dance Schoolをダンサーとして卒業。フラ

サーとして国内外問わず多くの舞台に立ち経験を積む。また、ディディエ・

のダンサー・即興パフォーマー。コンテンポラリーから舞踏、HIPHOPまで

スペシャルで特集され反響を呼ぶ。2018年MGMに招待され米国ラスベガ

ンクフルト音楽・舞台芸術大学（HfMDK）にて
「コンテンポラリーダンス教育

（韓国）、ミカエル・モーリッセン
（ドイツ）、き
テロン（フランス）やチョン・ヨンドゥ

幅広く呑み込んだ彼のダンスは何とも形容する事が難しい。2019年

スにてJABBA WOCKEEZ『jreamz』
に出演し成功を収める。宮本亜門、鼓

法」
の修士号を取得。2008年以来、ダンスを学ぶ学生やプロ、ありとあら

たまり等のプロジェクトに出演。2018年、京都芸術センターのレジデンス・

Festival Quartiers Danses（モントリオール / カナダ）ベストダンサー賞、2016

童、山本寛斎、Ai（歌手）、MIYAVI、SAM（TRF）、はるな愛、白石加代子、

ゆるムーヴメントの愛好家を対象に、コンテンポラリーダンスのテクニック

プログラムによりケルンのQuartier am Hafenにて滞在制作を行った。
「ダ

ファイナリスト。Funkin Stylez Berlin
年Juste Debout Final（パリ / フランス）

津村禮次郎、森山開次、Alessio Silvestrin、近藤良平、平山素子、辻本

やインプロヴィゼーション、コンタクトを国際的に教え続けている。存在の

（ 子どもとアーティストの出会い主催）や、京都府内の幼稚園の
ンスで理科」

優勝。2012年Yokohama Dance Collection ファイナリスト、など受賞多数。

知彦らとコラボレーションし、国内外の舞台だけでなく、テレビ、ラジオ、新

有様やイメージを変容させ、具現化し、知識や感情、言語、雰囲気に伝

ワークショップ、企業の研修など様々な現場でコンタクトやダンスのワーク

他キャロリン・カールソンやデイビッド・ザンブラーノなどとカンパニー作品や

聞、GQなどのファッション雑誌やメディアへの出演も多い。

導させる身体の能力に興味がある。近年写真やビデオ、テクストといった

ショップの講師・アシスタントを務める等指導経験も豊富。2015年「ゴーダ

コラボレーション多数。
「踊れる事なら何でもやる。でも本当は
『愛と腸』
を

岐阜県芸術文化奨励賞受賞。関西大学人間健康学部 客員教授。

ほかのメディアとのコラボレーションに関心を寄せており、さまざまな動きの

企画」
を合田有紀と共に設立しパフォーミングアートにまつわる様々な企画

やる為に生まれてきた」
。

実践や表現方法を用いた制作を行っている。

の運営を
「踊る」
「創る」
と並行して精力的に活動中。

A3 A4 D

A5 D

C1 D

C2 D

ミンロン・ヤン

フランチェスコ・スカベッタ

チョン・ヨンドゥ

エリック・ラムルー

MING-LUNG YANG

F RA N C E SC O SC A V E TTA

JU NG YO U NG -D O O

ÉR I C LAMO U R EU X

ノースカロライナ / アメリカ合衆国

オスロ / ノルウェー

ソウル / 韓国

ベルフォール / フランス

North C ar olin a / U S A

Osl o / Norw ay

Se o ul / So uth Ko re a

Be lfo rt / F ra nc e

（TBDC）
トリシャ・ブラウン・ダンス・カンパニー
を始め、ダンスフォーラム台北な

IMPULSTANZ（オーストリア）や、P.A.R.T.S（ベルギー）、MTD（オランダ）、

Doo Dance Theater主宰。俳優としての活動を経て、韓国芸術総合学院で舞踊

ベルフォール国立振付センター芸術監督。カンパニーファトゥミラムルーをエラ・ファ

どの国際的なカンパニーや大学などで、振付家・ダンサー・教師として活躍し

SEAD（オーストリア）
など、主要なフェスティバル、大学、ダンス機関等で引っ

を学ぶ。2004年の
「横浜ダンスコレクション・ソロ&デュオコンペティション」
にて
「横

トゥミと主宰。優れた身体能力に裏付けられた大胆なムーヴメントと、高い音楽性

浜文化財団大賞」
「駐日フランス大使館特別賞」
を受賞。西洋的で高度なダンスメ

に支えられたロマンティシズム、実験精神に富んだオリジナリティーの高い振付で、

ている。中国文化大学舞踏学科卒、イリノイ大学芸術学部ダンス科修了。
1994−1999年TBDC所属。2002−2005年ダンスフォーラム台北のアーティス
ティック・ディレクターを務める。日本を始め、世界各国で振付作品を上演。
1999−2004年/2010−2012年国立台北芸術大学、2005−2006年韓国芸術
総合学校振付学科、2006−2010年オハイオ州立大学などで教鞭をとる他、
フェスティバルの人気講師アビゲイル・イェーガーと共に、現在はノースカロラ
イナ芸術大学にて教鞭を取っている。武道から様々なボディーワークや
TBDCのリリーシング・テクニックなどを体得した東西に跨る身体性とコレオグ
ラファーとしての豊かな経験知を備えるアーティストである。

A6 D

張りだこのカッティング・エッジな振付家。ノルウェーとスウェーデンを拠点
にダンスカンパニーWeeを率い、これまでアメリカ、ヨーロッパなど46カ国
をツアーしノルウェーを代表するカンパニーとなる。
ヴェネチア・ビエンナーレ
で初演されたミクストメディア作品『Live』から、抽象的で即興的な『A

1990年バニョレ振付家コンクールSACD賞受賞。1999年フランス政府派遣アーティ

る事で、新たな時間と空間を創造している。
「マレビトの会」
や青森県立美術館
『祝

ストとしてヴィラ九条山に滞在。本フェスティバルでオーディションを行った日、仏、

/言』への出演、福岡での共同製作作品『baram 033°37ʼ22”N 130°25ʼ31”E』

コンゴ3ヵ国共同製作作品『just to dance』、イスラム圏女性の性の問題を扱い世
界80都市以上で上演された
『MANTA』、ポップ・シンガーのPeter Von Poehlとの

（2013）、
（2014）、Dance New Air2014
『カラスとカササギ』
「Project Pinwheel」
『報

Surprised Body』、2015年の
『Hardly Ever』
まで幅広い作品群を誇る。そ

共演『SYMPATHETIC MAGIC』
など多彩なレパートリーを上演している。豊潤で多

（2014）、横浜ダンスコレクション2016のオープニングプログラム
復』
『無・音・花』、

のムーヴメントは、リリーシング・テクニックやコンタクト・インプロヴィゼー
ション、そして太極拳などをバックボーンに独自の言語を開発している。
ヴィトリケ・センター・フォー・パフォーミング・アーツ（スウェーデン）芸術監督。

B1 D

ソッドと明確なコンセプトを併せ持つ中に、東洋的に抑制された繊細な動きを加え

（2018）、韓国国立コンテンポラリーダンスカンパニーに委嘱
寺田みさこ
「三部作」

様な振付の世界を代表する数々の振付家やダンサーを起用し、19もの短編映画

（2018）
など日韓両国で多くの支持を集める。
作品
『Symphony in C』

も手掛ける。また、フェスティバルやレジデンス活動を通じて、アジアやアフリカの

2013年-18年 立教大学現代心理学部 映像身体学科 特任准教授。

若手育成も行っている。

D

E

ホラシオ・マクアクア

坂本 公成

森 裕子

合田 有紀

HORÁCIO MACUACUA

KOSE I SA KA MOTO

YU K O MO R I

YU K I G O D A

マドリード / スペイン

京都 / 日本

京都 / 日本

京都 / 日本

Madrid / S p ain

Kyoto / Japan

Ky o to / Ja pa n

Ky o to / Ja pa n

モザンビーク出身のダンサー・振付家。彼自身の名を冠するダンスカンパニーの

ダンスカンパニーMonochrome Circus主宰。リヨン・ビエンナーレ（2000）、

1996年よりMonochrome Circusのメンバーとして上演300回を超える
『収

アーティスティック・ディレクターを務める。ホラシオ・マクアクアカンパニーは美学的

ベイツ・ダンスフェスティバル（2002）、香港芸術節（2005）、フェスティバル・

穫 祭 』プロジェクトや『 掌 編ダンス集 』、
『 直 島 劇 場 』、
『 T R O P E 』、

加。他、チョン・ヨンドゥ、ミカエル・モーリッセンなどの作品に参加。
「ダン

（2009）、別府現代芸術祭（2009 / 2015）、瀬戸内国際芸術祭
ドートンヌ

『HAIGAFURU』
などカンパニーの主要作品に出演。小柄で中性的な身体、

（子どもとアーティストの出会い主催）
スで理科」
や幼稚園、小中学校、企業研

（2010）、鳥の演劇祭（2012）
など17カ国で作品を発表。
「身体と身体との対

そして機敏な動きが魅力。指導者としても水戸芸術館ACM劇場、北九州

修などのワークショップ・アシスタント経験多数。2015年「ゴーダ企画」を立

話」
というテーマからコンタクト・インプロヴィゼーションの普及や開発に興

芸術劇場などの劇場や、TOYOTAなどの研修、生涯大学など幅広い層に

ち上げ、パフォーミングアーツにまつわる様々なワークショップ、イベント、

味を持ち、コミュニティーや建築へとアプローチを拡げている。平成19年度

各地でコンタクト・インプロヴィゼーションや「身体への気づき」のワーク

公演等企画し、
「踊り」
と
「場作り」
を並行して行っている。

京都市芸術新人賞受賞。

ショップを多数行う。踊ることの根源的な
「楽しさ」
を伝えたいと願っている。

2018年、京都芸術センターのアーティスト・イン・レジデンスプログラムによ

（2019）
最新作に
『FLOOD』
があり札幌での再演を予定している。

京都国際ダンスワークショップフェスティバル 設立メンバー。

りケルンのQuartier am Hafenにて滞在制作を行った。

な制限をもたず、誰もが自分自身の振付的宇宙を探求する余地があるという意図
のもと、すべてのコラボレーターとの創造性に開かれた数々のプロジェクトを展開
している。
ホラシオは、モザンビークでは初めてのダンスカンパニーCulturarteの創立メン
バーの一人であり、ヨーロッパの数多くのフェスティバルを席巻している。ダン
サー、クリエーターとして、自身が師と仰ぐDavid Zambranoをはじめとして多くの
振付家とのコラボレーションを行ってきた。爆発的なエネルギーと、踊る者の根源
的モチベーションを臨界まで導くファシリテーションが大好評により、再来日！！

京都国際ダンスワークショップフェスティバル プログラム・ディレクター。

2006-2017年Monochrome Circusに所属。国内外問わず多くの作品に参

E V E N T I N F O R M A T I O N ［イベント情報］

YOUTH TANK PROJECT

フェスティバル期間中受講者以外の方にもオープンなプログラムを行います。

フェスティバルでは、若手ダンサーの為の国内外でのネットワーキングや

ダンスに関心のある方もぜひ気軽にお越しください。

研修の機会をサポートしています。

ショーイング

オーディション

C2

以下のクラスの成果発表を公開します。事前申し込み不要。当日会場にお越しください。

エリック・ラムルー（フランス）
5.6（水・祝） 21:00-21:45

京都×スウェーデン・ダンスエクスチェンジ

明倫ボディサロン
設置しています。参加者、講師とコミュニケーションを深め、
気軽にダンスにふれる場としてご利用ください。
参加者同士でのトークセッションの場「もぐもぐカフェ」
もOPENします！
※5.1（金）は休み

ヴィトリケ・センター・フォー・パフォーミング・アーツ
（スウェーデン）

“DOO DANCE THEATER” 主宰のチョン・ヨンドゥが韓国で開催す

を運営するフランチェスコ・スカベッタによる“A Surprised Body”

るワークショップに、本フェスティバルから参加者を招待します。

応募条件 A5 フランチェスコ・スカベッタ通し受講者

応募条件 C1 チョン・ヨンドゥ通し受講者

応募者説明会 4.29
（水・祝）12:15-12:45 ＠大広間

応募者説明会 4.30
（木）
12:15-12:45 ＠大広間

募集要項 WEBサイトをご覧ください

会場：大広間

結果発表 各クラス最終日

25周年記念 特設フェスティバルトーク
ダンスワークショップという取り組みそのものが一般的ではなかった時代から、
25年間をかけて
「フェスティバル」
が辿ってきた道のりを紹介し、これからの世代へのギフトとなるような、
将来のかたちを考えるトークイベントを開催します。

会場：講堂

http://www.kac.or.jp/events/27823

料金：無料 申込方法：WEBサイトよりお申込みください

（金）
申込締切 4月19日

※応募無料

スカラーシップ制度

Scholarship

国内外、
多方面で活躍する全国の推薦者から、
30代以下の意欲的なダンサーを推薦してもらい、
経済的負担をサポートし、
期間中のミーティングや参加後のレポートを通じて、
若手ダンサーの育成とネットワークの開拓を目指します。
昨年は全国から15名のスカラーが参加しました。

第一部

13：00−14：30

1996年に始まった京都国際ダンスワークショップフェスティバルのこれ

第二部

15：00−17：00

ダンスの制作や発表にかかわる、
ダンサー、振付家、批評家や演出家など、実

までの歩みを振り返り、
アジアや世界におけるコンテンポラリーダンス

践にかかわるゲストとともに、
それぞれの専門的な目線を通してこれからのフェ

シーンの動向と比較するとともに、広く一般にこのフェスティバルの特徴

スティバルやダンスシーンに求められる新しい学びのかたちを模索します。

や役割を紹介します。
●研究発表
「国内及びアジアにおける京都国際ダンスワークショップフェスティ
バルの位置付け」
登壇：箕浦慧（京都芸術センター）ほか
ダンスワークショップフェスティバルとして国内屈指の規模を持つ
「京
都の暑い夏」
を、国内外の他のフェスティバルと比較することでその
特徴を検討します。

京都×ソウル・ダンスエクスチェンジ

2 ［選考］チョン・ヨンドゥ

ワークショップに、本フェスティバルから参加者を招待します。

身体メンテナンスができる場や、各地のダンス情報を集めた情報コーナーを

4.26（日）13:00-17:00

Audition

1 ［選考］フランチェスコ・スカベッタ

会場：フリースペース

4.27（月）−5.6（水・祝）11:00-20:00頃

［ユース・タンク・プロジェクト］

●プログラミングデザイン
「つくってみよう、
理想のプログラム！」
ファシリテーション：川那辺香乃（BRDG）
ダンスシーンにおける様々な専門家を参加者として招き、
ダンス、批
評、演出、
ドラマトゥルクなどのそれぞれの分野から、
いま必要な学び
を詰め込んだプログラムを編成する実験を行います。

●報告
「フェスティバルの経験から広がるネットワーク」
登壇：野村香子
これまでに行ったオーディション事業や、
フェスティバル経験者の活
動の軌跡を、
映像をまじえて紹介します。

●パフォーマンス
「U25 ダンスでまさかさかさまでスンダ」
ディレクション：小倉笑
ダンサー：8名（予定）
25歳以下のダンサーによるパフォーマンス上演。
クリエーション期間
を通じて、
自分にとっての大切な学びとは何かという問いと向かい
合い、
ユース独自の目線で次の世代の学びを描きます。

●対談
「世界のコンテンポラリーダンスの潮流とフェスティバルプログラム
の変遷」
森裕子
登壇：武藤大祐（群馬県立女子大学）、坂本公成、
フェスティバルにおけるプログラム編成の背景を、1990年代後半以
降のコンテンポラリーダンスの動向と照らし合わせて振り返ります。

●オープントーク
「YOUは何しに踊るのか？」
登壇：東野祥子、寺田みさこ、
服部哲郎、
千代その子、谷竜一、
岡元
ひかる ほか
決して１つにまとまらない、踊ることや学ぶことにかける想いを会場
全体で話し合い、
ゆるやかに交錯する意識の織り目を模索します。

スカラーミーティング 4.28（火）12:15-12:45 ＠大広間
〈推薦者一覧〉2月20日現在 ※五十音順 敬称略
赤松 美智代（振付家・ダンサー／赤丸急上昇MOGA）
（STスポット館長）
岩田 浩
岩淵 多喜子（ダンサー・振付家／Dance Theatre LUDENS主宰・
東京国際ダンスワ-クショップReActionプログラムディレクター・
日本女子体育大学舞踊学専攻専任講師）

大野 八重子（松山大学ダンス部監督／DANCELABO.代表）

A C C E S S ［会場 & 問合せ］

E - m a i l：k y o t o - d a n c e - w s f e s @ k a c . o r. j p

http://www.kac.or.jp/events/27836

唐津 絵理 （愛知県芸術劇場シニアプロデューサー）
（振付家・ダンサー／KIKIKIKIKIKI主宰）
きたまり
玖島 雅子 （ダンサー・振付家／ART COMPLEX HIROSHIMA）
小池 陽子 （振付家・ダンサー）
古後 奈緒子（dance+主催／大阪大学文学研究科准教授）
阪本 麻郁 （ダンサー・振付家／四国学院大学准教授）
櫻井 ヒロ （振付家・ダンサー／micelle主宰）
佐藤 美紀 （スタジオ アーキタンツ プロデューサー）
砂連尾 理 （ダンサー・振付家／立教大学映像身体学科特任教授）
隅地 茉歩 （ダンサー・振付家／セレノグラフィカ）
（ダンサー／神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授）
関 典子
（ダンサー・振付家 じゅんじゅん／SCIENCE主宰）
高橋 淳
千葉 里佳 （ダンサー・振付家／からだとメディア研究室代表）
富田 大介 （美学者／追手門学院大学社会学部准教授）
服部 哲郎 （ダンサー・振付家 afterimage主宰／archaiclightbody）
・振付家）
浜田 純平 （ダンサー〔OrganWorks〕
原田 みのる（演出振付家／大阪芸術大学特任准教授）
（ダンサー・振付家／j.a.m.Dance Theatre）
森井 淳
森川 弘和 （ダンサー）

