
Application Form 
応募用紙

必要事項を明記の上、京都芸術センターへ郵送ください（直接持参可）

※

Family Name
姓

First Name
名

Gender 
性別

Telephone
電話

E-mail 
メール

Address
住所

1st choice
第一希望

2nd choice
第ニ希望

3rd choice
第三希望

Present occupation or institution 
職業または学校名

Language - Please note the languages you can communicate in.
使用言語（すべてをご記入ください）

Which Course [Noh / Kyogen / Nihonbuyo], do you wish to attend? 
希望コース ［能／狂言／日本舞踊］

For o�ce use 
この欄は京都芸術センターで記入します。

Do you need housing?
宿泊の斡旋を希望しますか？　

How did you first hear about this program?
どこでこの募集を知りましたか？

Yes  はい No  いいえ

What grants / subsidies have you applied for / received? 
現在申請している助成金があれば記入してください。

Facsimile
ファックス

Photo
写真貼付

30mm×40mm

Please indicate the dates between July 18-August 8 that you will need housing.
7月18日～8月8日までの期間で宿泊施設の凱旋が必要な日数をご記入ください。

 

 （check in       　              check out                  　              ）

Please send profiles (c.v. or artistic/educational background), and statement of purpose (Any format is fine; please send A4 
or letter size) by attachment.  
経歴、受講志望理由を別紙に記入の上（A4サイズ）、添付してください。

✂

* if you wish to arrive earlier or stay later, this may be possible: please indicate your planned dates of 
arrival and departure.
※7月18日～8月8日前後の日程の滞在を希望される方は、あわせて希望の滞在日程をお書き下さい。（希望に添いかねる場合がございます）

Complete the Application Form and send it to the Kyoto Art Center by post or complete it on the website.

トラディショナル・シアター・トレーニング2014

TRADITIONAL THEATER TRAINING 2014

TRADITIONAL THEATER TRAINING 2014TRADITIONAL THEATER TRAINING 2014

トラディショナル・シアター・トレーニング2014   期間｜2014年7月18日［金］Ò8月8日［金］

トラディショナル・シアター・トレーニング2014  
 期間｜2014年7月18日［金］Ò8月8日［金］Term: 2014.7.18Ò8.8

Organizer: Kyoto Art Center   主催：京都芸術センター   http://www.kac.or.jp/

Traditional Theater Training (T.T.T.) is a training introducing Japanese traditional forms Noh, 
Kyogen, and Nihonbuyo − 30th annual summer performance training intensive. The 
program follows three stages: three days of workshops, including lecture-demonstrations, 
followed by three weeks of Training, culminating in a Recital.

今年で30回を迎えるトラディショナル・シアター・トレーニングは、舞台芸術に携わる人を対象とした3週間の伝統芸
能トレーニングです。講義・稽古・発表の3つのプロセスによって、日本の伝統芸能の技術と精神を学び、自らの表現・
研究活動の一助とすることを目的としています。また、一般の方もご参加いただけるワークショップも開講します。

KYOGEN [Okura-School]

Stylized, poetic drama 
featuring chant and abstract 
dance. Kanze School masters 
teach short dances and Noh 
chant. Participants learn one basic dance and 
one group chant. Each student will perform one 
short solo dance, and sing in a group chorus, 
informal yukata (cotton kimono) and hakama at 
the recital to chanted accompaniment.

能 狂言日本舞踊

NOH [Kanze-School]

Noh

Stylized comedy and mimetic 
dances. Okura School masters 
teach vocal and physical 
patterns through rote 
repetition for short dances (komai) and one play. 
Groups lessons give way to paired practice for 
plays, performed in full costume, All sing 
accompaniment for the short dances. 

Kyogen

Folk- and kabuki-style dances 
are danced to taped shamisen 
accompaniment. The class is 
divided into groups taught by 
Wakayagi Yayoi, and her professional disciples. 
After brief group warm-up, each student learns a 
5-10 minute solo dance. Training is through 
mirroring and shadowing masters.

Nihonbuyo

NIHONBUYO [Wakayagi-School]

Requirements
Students, performers, teachers, and Japanolo-
gists of all ages, genders, and nationalities. 
Orientation and Workshops are conducted 
bilingually, while the physical training requires little 
interpretation.
Participation for the workshop only is also possible.
Details will be available on the website in May.
  

Course
Approximately 24 participants total (Noh, Kyogen, or 
Nihonbuyo, 8 persons maximum per class)
 

Tuition
General 70,000 yen; 
Student and Artist 50,000 yen
This includes workshops, training, and Recital fees.
Veterans of previous T.T.T. will receive a discount.
(Tuition:General 50,000 / Student and Artist 
40,000)
 

Early Booking Special / 
Discounts / Expenses
Those completing applications before April 15th will 
receive an additional 5,000 yen discount.

*Selected artist scholarships are also available.
*Participants need fans and Tabi (split- toed socks) for daily 
practice.

  We will advise you how and where to purchase them (these 
should cost less than 10,000 yen).

 

Application Procedures
Complete the Application Form and send it to the 
Kyoto Art Center by post.
 

Applications 
Applications are accepted on a rolling basis until the 
course is �lled. Acceptance letters will be sent out 
within 2 weeks of receipt. Notication will be sent out 
by Early July at the latest.

*Please send pro�les (c.v. or artistic / educational 
background), and statement of purpose by attachment (any 
format is acceptable.in A4 or letter size).

 

Housing
Participants are welcome to �nd their own 
accommodations, or we will make arrangements 
(approximately 5,000yen~/day). For more details or 
special needs, please ask us.

【応募条件】
演劇・ダンスなど、舞台芸術に関わる表現活動を行って

いる方（研究活動も可）で、オリエンテーションから発

表会までの概ね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・性別は問いません。

【定員】
24名 （能・狂言・日本舞踊各コース8名程度） 

【受講料および準備物】
■一般 70,000円
■学生・アーティスト （プロとして活躍されている方※審査
あり） 50,000円 

■リピーター割引 （過去にT.T.T.を受講いただいた方※ワ
ークショップのみの受講者を除く） 一般 50,000円／
学生・アーティスト 40,000円
（ワークショップ・トレーニング参加料金、発表会出演費を

含む）

※4月15日までにお申込みいただいた方は、受講料を
5,000円値引きします。

※その他に、白足袋・扇子（各分野の専用のもの）・浴衣・

帯をご準備下さい。購入が必要な場合はご相談を承

ります。浴衣・帯については、センターのものを貸与す

ることもできます（サイズや枚数に限りがあります）。

白足袋1,500円程度～、扇子は4,000円程度～。

【応募方法】
応募用紙に必要事項を明記の上、京都芸術センターへ

郵送してください（直接持参可）。

【応募期間】
2014年2月1日（土）～ 6月30日（月）
応募書類は締切を待たずその都度選考し、結果を通知

します。定員になり次第、募集を打ち切ります。

【宿泊について】
遠隔地からの参加者で必要な方には宿泊施設を紹介し

ますので、ご相談ください（一泊5,000円程度～）。

【見学者募集】
みなさまからのご要望にお応えして、トレーニングを一

部公開します。

見学希望者は希望日の前日20時までに京都芸術センター
にお電話にて、お名前・希望コースをお知らせください。

July 18 from 18:00 -
This session will introduce sta� and 
participants, then provide an overview 
of the workshops and recital.

July 19 from 10:30 - 
July 20 from 10:30 -
Workshops and lecture-
demonstrations by T.T.T. teachers 
and others are designed to provide 
an overview of Japanese perform-
ance traditions :
workshops in shoulder drums, and 
lectures explaining the history and 
special features of Japanese 
performing arts.

July 21 – August 7
Participants divide into the genre 
they will study intensively for the
remaining three weeks: Noh, 
Kyogen, or Nihonbuyo. They will be 
taught in group lessons by 
Japanese masters, with minimal 
translation.
13:00- self-scheduled practice
18:30- taught by masters for 
approximately 3 hours nightly
(each class will take about 2 days 
holiday during the session)

August 8 at Oe Noh-Theater
Participants complete their training 
with individual dances and group 
chants and plays followed by 
masters' special performances.

ORIENTATION

スケジュール

WORKSHOP TRAINING RECITAL
オリエンテーション ワークショップ

能 ［観世流］ 狂言 ［大蔵流］ 日本舞踊 ［若柳流］

トレーニング 発表会

7月18日（金） 18：00～
これから始まるカリキュラムの説明をします。

7月19日（土） 10：30～
7月20日（日） 10：30～
これから始まるカリキュラムについて説明の

後、レクチャーや鑑賞を通して様々な分野の伝

統芸能について学びます。日本の芸能の変遷

やその特徴を理解し、それぞれが稽古をして

いる分野がどのような位置に存在するのかを

把握しましょう。

多岐にわたる日本の伝統芸能について網羅的

に学ぶ講座ですので、初めて伝統芸能に触れ

る方にもわかりやすく、舞台に携わる人だけ

ではなく、知識や教養を深めたい方にも適し

たプログラムです。ワークショップのみの受講

も可能です。（但し、一日のみの受講はできませ

ん。原則としてワークショップ中すべての講座

にご参加ください）

（カリキュラム一例）

■能・狂言・日本舞踊の各講師によるワークシ
　ョップ
■各種伝統芸能・文化に関するワークショッ
　プ（小鼓、落語など）
■能楽堂見学など（予定）

若柳弥生｜わかやぎやよい
2歳より若柳金彌に手ほどきをうけ、3歳で「菊づくし」で初舞台。平
成6年、直派若柳流寿慶会より、若柳弥生の名を許され名取となる。
平成2年より藤間勘吾師に師事。平成18年、19年と連続で日本舞
踊社主催みそみ会奨励賞、平成20年には第65回全国舞踊コンクー
ル邦舞第一部第3位受賞。

ジョナ・サルズ
ニューヨーク大学にて博士号取得。現在、龍谷大学国際文化学部教
授。T.T.T.の設立者で、1981年より能法劇団の芸術監督として、バ
イリンガル狂言やベケットやシェークスピアの演出、三島由紀夫と
狂言の翻訳を行っている。

片山伸吾｜かたやましんご
1968年生まれ。父慶次郎及び人間国宝・片山幽雪に稽古を受ける。
3歳で初舞台。現在までに「道成寺」「望月」「三輪・白式神神楽」等を
披く。『花習塾』を主宰し、『Noh-Live』や『紬の会』など様々な企画
で能の普及に努め、他の古典芸能や伝統文化との融合も積極的に
行っている。平成19年度京都府文化賞奨励賞。

茂山あきら｜しげやまあきら
1952年生まれ。二世茂山千之丞の長男で、父及び祖父三世茂山千
作に師事。3歳で初舞台。古典の狂言のみならず、新作狂言のプロ
デュース上演や、オペラや新劇、パフォーマンスなどの企画・構成･
演出なども手がける。またジョナ・サルズと1981年に「能法劇団」
を組織し、狂言やベケットらの作品を国内外で上演するなど多彩な
演劇活動を展開している。

丸石やすし｜まるいしやすし
1950年生まれ。1974年より二世茂山千之丞に師事、同年初舞台。
能法劇団公演を含め、海外公演に多数参加する他、網谷正美、松本
薫とともに発足した「三笑会｣は2004年には100回記念公演達成。
軽妙で柔軟な舞台は、初めて狂言を見る人の緊張を和らげ舞台に
引き込む魅力を持っている。

田茂井廣道｜たもいひろみち
1970年生まれ。田茂井廣和の長男。13世林喜右衛門に師事。3歳
で初舞台。現在までに「石橋」「乱」「道成寺」「望月」を披く。京都芸
術 センター主催の「義経を謡ふ」（2005年度）～「世謡の春」（2014
年度）のナビゲーターを勤める。海外公演の参加多数あり。子供か
ら大 人向まで、様々な世代へのレクチャーを行なうなど、多方面か
ら能楽の普及に努めている。

茂山童司｜しげやまどうじ
1983年生まれ。茂山あきらの長男で、父及び祖父二世茂山千之丞
に師事。3歳で初舞台。また、同年狂言『以呂波』にて初シテを勤め
る。2006年5月に「釣狐」を披く。
2006年より「HANAGATA」を正邦、宗彦、茂、逸平と共に再開。ア
メリカンスクールに通っていたこともあり、英語が堪能なバイリン
ガル狂言師である。

大江信行｜おおえのぶゆき
1976年生まれ。能楽師観世流シテ方・京都観世会理事。父大江家
七代又三郎及び人間国宝・片山幽雪に師事。3歳仕舞｢老松｣にて初
舞台。2004年5月に「道成寺」開曲。奈良女子大学能楽部指導他、
大江能楽堂にて小･中･高校生などを対象に能入門講座を開催する
など、能楽の普及に努めている。

7月21日（月）– 8月7日（木） 18:30～
能・狂言・日本舞踊の各コース（8名程度）に分
かれ、稽古を行います。現役で活躍している

講師について毎日の稽古が出来る貴重な機

会です。ここでは演目の習得だけでなく、稽

古を通じて伝統芸能の持つ精神性を体感する

ことが狙いです。また、13:30～18:00には、
稽古場を開放しますので、自主練習をするこ

とが出来ます。

18：30～講師による稽古（約2～3時間）
※期間中2～3日の休みがあります。

（2013年度の演目）
■能：仕舞「右近」「芦刈」「竹生島」謡「嵐山」

■狂言：狂言「しびり」「土筆」小舞「京童」「福

　の神」

■日本舞踊：「越後獅子」「鶴亀」「屋敷娘」

※演目は、受講生の適性や意向を反映し、講師が

決定します。

8月8日（金）
大江能楽堂（京都市中京区押小路柳馬場東入

ル橘町）。能舞台で3週間のトレーニングの成
果を発表します。発表会では装束をつけて舞

台に立ちます。

日本舞踊［若柳流］ / Nihonbuyo [Wakayagi-School]  |  能［観世流］ / Noh [Kanze-School]  |  狂言［大蔵流］ / Kyogen [Okura-School]  |  Term: Jul. 18thÒAug. 8th, 2014

講師INSTRUCTORS

SCHEDULE

KYOGENNOH NIHONBUYO

PROGRAM DIRECTOR | プログラム・ディレクター

大江能楽堂｜おおえのうがくどう
能楽観世流大江家五世又三郎（後に竹雪）が1908年（明治41年）に
創建し、大正8年に現在の規模に改築。収容可能人数は約400名。
椅子席約60席、桟敷（畳）席は約340席。
http://www.asahi-net.or.jp/~tn4m-ooe/index.html

RECITAL HALL | 発表会場

▶受講者募集｜締め切り：2014年6月30日（月）

日本舞踊

オリエンテーション

ワークショップ

トレーニング

狂言

能

能は、様式化された、抽象的で幻想
的な演劇です。観世流の能楽師が
講師を務めます。受講生は仕舞と謡
を学びます。発表会では皆、浴衣に
袴姿で、講師の謡にあわせて仕舞
を舞うほか、講師の仕舞の地謡と
して、全員で謡の発表も行います。

狂言は様式化された喜劇です。様
式化された動き、力強い発声、表現
豊かな物まねなどによって物語を
語ります。台詞と動きを繰り返し稽
古し、発表会では装束をつけて課
題の演目と小舞とを発表します。

日本舞踊を学ぶことによって、美しい立
ち居振る舞い、正しい礼儀作法、優雅な
身のこなしなどが身に付けられていき
ます。トレーニングでは、基礎練習の後、
それぞれの課題曲の稽古を行い、発表
会ではそれらの曲を着物を着て披露し
ます。

はくしきかみかぐら

かしゅうじゅく

OE Nobuyuki

TAMOI Hiromichi

KATAYAMA Shingo SHIGEYAMA Akira

MARUISHI Yasushi

WAKAYAGI Yayoi

Jonah SALZ

Oe Noh-Theater
SHIGEYAMA Doji

▶Call for application | Closing date for application: June 30, 2014

30th

30th

KYOTO ART CENTER
546-2 Yamabushiyama-cho, 
Nakagyo-ku,
Kyoto 604-8156, Japan
TEL:+81-75-213-1000
FAX:+81-75-213-1004
E-mail: info@kac.or.jp
http://en.kac.or.jp/

Kyoto Municipal Subway, Karasuma 
Line to Shijo Station or Hankyu 
Railway, Kyoto Line to Karasuma 
Station or City Bus, to "Shijo-
Karasuma" bus stop.
Walk 5 minutes nor th from Exit 
No.22(Karasuma Dori) or 24(Shijo 
Dori) on Muromachi Dori.
Please note there is no parking space at 
the Center. 

京都芸術センター
〒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
http://www.kac.or.jp/

地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線
「烏丸駅」、22・24番出口より徒歩5分。
駐車場はございません。公共交通機関をご利用く

ださい。 

INFORMATION

KYOTO ART CENTER
546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, 

Kyoto 604-8156, Japan

京都芸術センター

〒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
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