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粒揃いの強烈な個性が顔を揃えて、  
今年も開催  劇馳飢鞄感触飢紺紺  
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アリスフェスティバル・ディレクター、西村博子氏に聞く。  小メモfで聞いてみた  

「あの…‥・演劇素人はどれから見たらいいでしょうか？」  

l昌一 一髪人れず西村さんは、「もちろんフェスティバ  

ルの最初を飾る、『ゴキブリコンビナート】カ、ら！きっ  

とIlからうろこが落ちて、あらゆる価値軟か変えられて  

いきます！＿   

ありがとうございます！百聞は 一見にしかず、これ  

から1卜年間、タイニイアリスから日も足も離せない！？   

読者のアナタも、タイニイアリスで会いましょう．‥．  

（聞き手・CUTIN美縮担当／藤田千彩）  

Ali亡母Fostiva12005  
8月11日・－2月19日（2006）  

◆8月11日～14日 ゴキブリコンビナート（棄京）   

「キミのオリモノはレモンの匂い」  
◆8月16日－18日 東京黙劇ユニットKANIKAMA（東京）   

「collectionvd．2」  

◆8月20日～21日 演劇人♯団☆河童塾（名古屋）   

「ディープ フォレスト」  
◆9月12日～14日 仏団敲昔びらき（大阪）   

「女役駄目男地劇」  
◆9月168－19日 劇団アランサムセ（東京）   

「アぺ博士の心電図」  
◆9月22日～25日 A什013（東京＋大阪）   

「Dea廿10faSamuraり  
◆10月14日－16日 踊る演I机、ネタ集団アトリエサンクス  

（大阪）   

「ベターランド2」  

◆11月1日～2日、12月20日－21日 無事楼△（台北）   

「姦視」「悪戯」  
◆11月4日～6日 E．G．WORLD（釦（東京）   

「強いものイジメ」  
◆11月8日～10日 釜山演劇製作所ドンニヨツタ（釜山）   

「愛、初めてのイメージー夢」  

◆11月12日－13日 上海戯■学院（上海）   

「三生石」  
◆11月23日－24E13－City－DanteF＞oject   

（台北＋香港＋大阪）   

「Dante333」  

◆2006年2月3日－7日 野鳩（東京）   

「野叫釣1年ぶりの本公演（仮）」  

◆2006年2月13日－15日 タイニイアリス恥如t   

（バグダッド＋東京）   

「イラクNow」  

◆2006年2月17日～19日 WANDERPJGPARTY（京都）   

「21世紀旗手」  

】節9同アジア′ト劇場前劇交流ネットワーク」と副題  

かついている、タイニイアリスの滴劇祭A】icpI√estiva－  

l。8ノJl圧‡から来年2JJl別はで、1封削川が舞台を  

彩る   

タイニイア1）スを卜宰、AliceFestiヽ－alの介両者でも  

ある、西村博子きんに今年の見どころを伺う．まず、  

今の演劇の流れを伺うと「90年代はセリフをトにして、  

現実／卜i■†を映し山す、■†I浄かな演劇■■が主流でした。  

それか世紀も変わり、変なものがけっこう川てきていま  

す 比たHが凄いとか、毒気があって刺激的とか、  

美少て卜かいるとか、その舞台の差し川しん、手法を  

触ってますよね。私自身、現実なんてうんざり、見た  

くもないですしね 演劇の魅力とは何か、帖考する  

時代かまた来たんじゃないでしょうか一1122年前、  

1983隼から始まったr：11ice Festi＼－alに娘結する  

劇団を、自身の日で適んできた西村さんはl今年は、  

今までになく発しいものか多い」と顔をほころばす 

西fjさんは名古屋川身ということもあり、タイニイア  

リスでは演劇の小央集怖が人きらい。1東ji川一心・東  

京たけの演劇祭一にならないよう、なるへく他郡市の  

創川に来てもらいたいのだと言う．－ 今回も人阪、名古  

屋の元気な劇団が参加する 

はゼノフ劇で、その斌に、現実に対してノンと言って  

るところが’■静かな利一■とは違いますね」 

もちろん、東京の劇用もねけてはいない 

‾マンガを劇化するのでなく、舞台せマンガそのも  

のにしようとしているのが暮1野鳩二。場面展閲もマンガ  

のコマ測りみたいです．人気沸騰中ですね r劇団  

アランサムセjは、17隼前に結成された耐」朝鮮人の  

刷川で、若い世代のイ川たちへエールを肘）続けて  

いる，全編日本語で卜i揺するそうです＝五013．1は、  

ゲームシナリオライターとしても知られる佐々木智広さ  

んが作・演出を手がける集団で、咋てFはエジンバラ  

演劇祭でも喝采を博したとか 凱旋公演ですね」。   

これだけ開いても、それぞれの劇川の個性に圧倒  

されてしまう。しかしこれらに加えて海外劇用も「Alice  

Tセstiヽal」の大きなウリなのだ 

「今年は韓国友棺隼ですが、ソウルではなく釜山  

からr釜山演劇製作所1、◆ンニヨ1ソクjを迎えます。中  

川は、凶立の演劇大サとしては中国に＿予つしかないFL  

粘収劇学院』から 朗作家の銭さんは女性。どちら  

も身体表現で魅J■してくれます】   

これだけでお腹をいっぱいにしては、またやいこ ま  

たまたメニューは就く 

「｛北、香港、大阪の3都市を新んだプロシュクトF3・  

CityLDante Projecりは、ダンテの「神曲」。3都市  

か大同、煉獄、地紋をそれぞれ押さ1、披います 大  

阪の佐藤さんは、作仙するとそれが1叩台本になると  

間 「大阪の 仏  

議 団紋付びらきJは、  

醜女の恨みツラミ  

みたいよ二前回  

面l●Ⅰかったと私の  

周りで人証判でし  

た。今までは男  

が女を抑き、女を  

批評してきました  

からね［今変は  

女の番です。名  

■㌧屋の「演劇人  

粂川☆i‖J垂塾』   

いう変わった創り手∴ 封会にミス  

フィットな隼き方かその拍√・で表  

現されます。．そして巨今回はイラ  

ク・バグダッドから招いた劇作家  

であり俳條でもある2人のイケメン  

野性の、トラマーリーチヤングをし  

ます！」  イラク人作家   

肴好調の西村さんに「イケメン同好会」（そういうの  

を骨で作りたいらしい）の誘いを受けてしまった私は  
仏団観音開き  

一お痘露篭照よ”呈示謂姦㌣  ＿∴パ転適遠  

に仰が見えてくるのか興味津々だ二 次1＝沌汁11したい 

メガロシアター 8月l射卜8月21＝「メガロポリスト  

ウキョウC」麻布DIEPR．lrrZE シリーズ最終章！   

後半のスム・ムーブメントの「空気の夢」 3人の  

女性ダンサーが風のように素早く、柔らかく、繊細に  

効きまわり、残像とフがレムを、そして空IrUの陰影を生  

み‖す・，感情表現ではなく身体の動きそのものの表  

現に扶。一丁真を定めた美しいダンス モダンハレエと言っ  

た方が近いのか＝ バレエの基礎は入ってるが、バレ  

エのような筋力誇示のショウとは違う清焚な躍動感は、  

やはりアジア的＝ と、このダンサー通が不思議なまで  

に什的な視線から‖川であることに気づく 惟的な視  

線とは、ダンサーの体を、性的な遊Jtあるいは性的  

商．1んに変換して行く視練、Tl▼や雑誌で商1晶化され  

た女の体を見ることに・削れきった私たち現代人の視  

線だ そしてこの視線ととう対略するのかという閉奄は、  

ピナ・バウシュからf．1日尺美香まで、優れた表現者が  

等しく突き当たり、突き破ってきた壁である 韓国か  

ら来たスム・ムーブメントは、その性的な視線の攻撃  

からI′川lであるように見えたのだ。大げさに1えば、  

これまでに見たことのないl〕由だ二もちろん体を晒す  

ことには優れて自覚的な現代舞臓なのだ 。前半  

と後、ドで共通に見える関越は、表現者の身体意識と  

は付か、ということか（井上）  

からだの気配  

●7）J1311＜ダンスが見たい！internationaJdance  

cりIIbora山）n＞麻丞）ディープラッツ 韓国のダンスチ  

ーム、スム・ムーブメントと、実験的なアクションで気を  

叶くIl本のMegalo Tlleaterが休憩をはさんでそれ  

ぞれ卜敵 前半の11ぐgalo Tlleaterの「メガロポリ  

ス麻布lは卜数名と大人数の出演者が、維如こ如かけ  

て、発見したこと、思ったこと、浮浪者に会りたこと、  

電車の11－の光景etc．を、各々、お客にむけてLl頭で  

レポートする。それが始まりだ二やがて、・人が他の  

‖演者たちの見せ物になっていたi）、誰かが号令を  

かけて仝貝を動かしていたi）と、姫川の動態が生き  

物のように変わって行くごく普通の若い‖清音たち  

か、何かを演じるのでも、過剰な情念に身をまかせる  

のでもなく、普段のl－I分のままでお客の前で何かをす  

る まさにそれは、′くフォーマンスのリアリティのあり方。  

！人ずつ手をつないでスケーターワルツを歌う、意味  

にならない人音声の  

ユニゾンと－一－、解  

体された舞台表現  

を梢み塵ねて、次  

節に劇的効果へと  

持っていく。その先   スム・ムーヴメント   



特樺性を持たぬ日常的な身体と向手合い、  
ダンスとは何かを問う時である。  

にi亡     紘         一■覚： トヨタコレオグラフイーアワード2005  

7月9日、10日 世由脊パブリックシアター  
，■ 桝 ＿叫p票¢   

四年目のトヨタアワードは終始迷走した。．チケット不  

足解消のため会場がシアタートラムから世田谷パブリッ  

クシアターへと移され、貸金も倍増と、規模は拡大した  

が、応募は遡に急減した（例年の応募総数は200前後、  

今年は161）。出場者は、91」＝岩淵多喜子（Dance  

TheatreLUDENS）、黒沢美香、鈴木ユキオ（金魚）、  

隅地兼歩（ダンスユニットセレノグラフイカ）、1（＝］＝新  

舗美佳（ほうほう堂）、岡田智代、岡Ⅲ利現（チエルフ  

イツチュ）、字芥宮忍・成田美由紀・合帆緑・高楠砂耗・  

得居辛・三好絵美（yummydance）‖筆者は川場者  

を選ぷ選考委只の一人を務めたことを予め断っておくが、  

劇場とダンスのスケールのギャップは大きく、残念ながら  

客席の盛り上がりには欠ける結果になってしまった。審  

査月は「次代を担う振付家賞」に隅地を選び、観客  

の投票による「オーディエンス賃」は鈴木（9ll）、新  

細（10日）に贈られた。決して強いイン′iクトを残したわ  

けではない隅地の受質は意外だったが、審査員長は  

今年も選評を述べなかった。   

劇場が大きすぎることは初めから懸念されたことだ。  

日本のダンス、とりわけその最前線は小スペースから生  

まれているのが実状で、新鋪、鈴木の作品はSTスポッ  

ト岡田智代の作品は神楽坂die pratze、その他ほと  

んどのノミネート作品が小スペースで初演されている＝  

しかしこのことはダンス自体の価値を損なうものでは全く  

ない。   

岡田利親は、演劇論の文脈ではあるが、「ll常の身  

体＿lの「過剰さ」について語っている（「ユリイカj  

2005年7月号）。いわゆる演劇的滅技としての様々な  

身振りや発声の様式をまとった身体がしばしば標樺す  

る「過剰さ」以前に、そもそも「日常の身体が抱えて  

いる過剰さで、僕にとっては十分なので、それ以上の  

過剰さをわざわざ作りとげる必要を感じない」。日常の  

身体のもつ過剰さを碇示することにこそ網田の関心は  

ある「この主張は、現在の日本のダンスにもよく当ては  

まるだろう二バレエが専門的技巧に秀でたスターのダン  

スだとすれば、舞踏はいわば身体に不具性を学んだ人  

間ならざる何か（＝モンスター）のダンスだった．。然るに  

こうしたスペクタクルを下支えしていた大文字の歴史が  

失効した現在、円本のダンスは何ら「特棟的」でもな  

い平凡な「日常の身体」からダンスを思考するというこ  

とになる 

これまでにも、l＿Ⅰ常の身振りを振付に取り入れたり（井  

手茂太、山田うん）、l」常と非日常との境界を崩す（伊  

藤イ・技、伊藤キム）ような発想はあった。しかしこれら  

はまだ意匠の域を出ず、「ダンス」というジャンルの自明  

性を疑ってはいない。今や「日常の身体」の小さなダ  

ンスが問うのは、そもそもダンスなる山来串はいかにして  

生まれるか、我々にとってダンスとは何か、なのだ。例  

えば新釦の町るる ざぎ】は、余計な力を抜いたニュー  

トラルな身体が動きへの衝動を獲得する蜂間を掬い上  

げる。二人のダンサーそれぞれの動きの起点が互いの  

動きによって動機付けられることで、動きの受け渡しの  

瞬間は一触即発のライヴ感に満ち、そしてその瞭間の一々  

が驚くほど豊かな色彩の幅を見せるのである。あるい  

は黒沢のソロも、身体能力や体型に依存しないダンス  

的運動をあらぬ所から引き出してくる。一見何でもない  

歩行や、ゴソゴソと動く後ずさり、さりげない目線の動き  

さえもが、観客との心理的な駆け引きの道具となる。岡  

l甘哲代の rルピイJは、助きの抑柾と解放のバランス  

の徽細な揺れを主題化する．。足を固定したまま音楽に  

身を任せたり、椅子に手をかけてゆっくりと均質に歩行  

な批評牲を含んでいる。しかし今桓lあえて大劇場を選び、  

また欧米からも審査員を招くなど普遍主義をあからさま  

にするトヨタアワードで、作品本来のラデイかレさを発抑  

し得た例は少なかった。新鋪の作－㍑は大空間ゆえの  

運動量を強いられ、大味で月並みなデュオ作l†71になった。  

岡田智代は作品自体を、祝党性の軟いセノグラフイ一  

によって初演版とは異質なものに作り変えた。グローバ  

ル化した市場の論理で、作品のラデイかレなディテール  

はいとも簡単に見えにくくなってしまう。単なるスペクタク  

ルの水準で安易な判断を下される危険にも触防備とい  

うしかない。   

この圧倒的なスペクタクルの優位に、辛うじてアイロ  

ニかレな抵抗を試みたのが岡田利規と黒沢基香だった。  

大時代なマーラーの交響曲を背択に「日常の身体」  

の卑小さを浮き立たせた岡Hlの「クーラー」、歌謡仙  

や舞台幕を駆使して劇場の大袈裟さを囁ってみせだJ．t  

沢のF馬をききJは、パロディによってスペクタクルの直  

接的な作川を停止させ、観客の注意を繊細郁まりない  

身体言語のディテールへと誘導することに成功していた  

ように思う。いかなる言語も個人に帰属するものではなく、  

まずは他者と共有しなければ機能しない以l∴ローカ  

ルな実践を外部に開くためのメタ言語的な戦略性こそ  

今の日本のダンスに必要なものなのかも知れない：，  

武藤大祐（実学／ダンス批評）  

http：／／rnenbersjcom．hme．ne．jp／d－rmtO  

ダンスがみたい！7 矢内原美邦、小浜正真  
＋LukeGEORGEで目指すダンスのバラエティ  

ic＝un＋public」を、5川こBankArt1929ホールで上  

演したんですけど、これまでのニブロールでやってきた、  

舞台があって 一度に300人くらいの人に組てもらうとい  

う状況と、ギャラリー空間ということでの一体感や、毎  

回1mや2mといった近くにいるお客さんと触れ合いな  

がら、ものを創っていく状況というのは、全然違いました。  

Q さて、今［‖lの「chocolate」ですが、どうような意  

味あいから名づけられたんですか？  

矢内原 えーと、なんとなくです。（笑）なんとなくなん  

ですけど、誰もが、Chocola【eを食べてた時期を経て、  

今があるんじゃないですかね？（笑）あと、「pubト  

ic＝un十public」にも連なるテーマなんですが、銀紙を  

開けると巾が黒かったりとか。ひとつの服の内側に而し  

てる部分と、外側に面してる部分は違うと思っていて、  

それは自分が持ってる両方のもので、そこからパブリック・  

スペースとプライヴュートスペースという発想が生まれ  

たんですけど、この内偶の部分だけをやろうと思うと  

「chocolate」になるんです＝▲また、このデュオ作III．は、  

昨年の「吾妻楠ダンスクロッシング」で発表したんです  

が、たくさんの人たちを使って、振付・作品を創ってい  

く作業と同時に、やi）なれてる人と少人数で物事を考え  

ていくということは、私にとって非常に重要なことなんです。  

一緒に舞台にlンニち、1対1のコミュニケーションの［い、意  

識の通じ合いや、どうやって作．1J－を育てていくかという  

対コミュニケーションで生まれてくるものは、凄い大切な  

ことなので、やろうと思ったんですし  

Q 一方、「ポクデスの「メガネデスり」は、メガネ  

DEATIiということなんですか？  

小浜 ひとつだけじゃないです ポクデスのネーミング  

と同じで、肯定と否定の自己矛盾を内包してます。や  

揖epratヱed8n亡el啓dYalダンスがみたい！7  

－インターナショナルダンスコラボレーションー  

2t州5．7．12－8．31  

海外のダンサーと【I本人によるく共囲制作＞＜競作  

＞シリーズ  

ポクロール（オーストラリア／l］本）8ノJ25日～28日（25  

FIアフタートーク）＠神楽坂die pratzeFchocolatel  

振付・出演／矢内原美邦 出演／佐川智香『ポクデ  

スの「メガネデスりJ作・演出・出演／小浜正寛 映  

像／高橋啓祐 ★ゲスト伽妖＝LukeGeorge（オース  

トラ1）ア） 問＝bokuro112005＠yahoo．co．jp   

ニブロール主宰の振付家・矢内原美邦とポクデス名義  

で括動する俳優・小浜正曳が立ち上げたコラボレーシ  

ョン企画ーポクロールJ。矢内麻美邦は、ダンサー・佐  

川智香と、昨年夏のr吾張碓ダンスクロッシング」にて  

発表し好評を博したrchocolateJの、更なるバージョ  

ンアップに挑む。一方、ポクデスは、ニブロール映像デ  

ィレクター・高橋啓祐と初の本格的共同制作で、新た  

な不思議エンゲキに臨む。また、プレミアム・ゲストとし  

てオーストラリアからLuke Georgeを迎える魅惑のダン  

ス・バラエティ！  

髄がる伐らをつかまえて！銀紙開けると中は盟！   

Q ‖ポクロール‖は、0仔 Nibro山とポクデスの合同企  

画ですが、そもそもOff Nibrouを始めた経緯を敢えて  

ください。 

矢内原 ′トさいスペースや展示中心のものをしたくて  

始めました。ニブロールだとスペースが大きくなって、  

山釆ないこともあるからです。実際、第一弾「pubト  

chocotate 楕影／横田謝  

っぱり、今の世界を見渡すと、ひとつの方向仲だけじゃ  

表せないと思うんです。ウソとホント、社会性と趣味性、  

汚意と悪意、修行と遊び、静溢とノイズ、それら別々の  

方向のものがない交ぜになって、存在してると思うんで  

す。あと、近視と遠視。で、近視の人も遠視の人も、  

メガネを外して寝ますよね。それでも、夢を「見る」こ  

とは出来る。そんなことをモチーフに作品を創ってます  

Q オーストラリアから来口するルーク・ジョージ氏は、  

どのように関わるんですか？  

矢内原 ルークは、チャンキームーヴというカンパニー  

のダンサーで、タスマニアの自分のカンパニーでは、舶  

付や演‖をしていますで 今垣＝ま、披と一緒に短い作品  

を創ろうと思っていて、それには石正大介荊や佐川智  

杏さんにも出演してもらいます。あと、彼はセットデザイ  

ンもやるので、いろんなことに関わってくれたらいいな、  

って思ってます。  

Q 最後にお客さんに一首。  

矢内瞭＆小浜 見に来てね～。   



アジア各都市をネットワークで幣や新橋の小■場  

TINYAuCEより最新＝ユース  A］iceFestiva12005開幕！8月のプログラムから  

理な恐怖、少しl」－いファンタジーなどを綴る、笑いと哀  

愁の作品集だ．「演出：吉澤耕一   

青木ケ原樹海で彼女は何を聞いたか、  
誰を見たか。自然と人間の関わりを  
深く問う、期待の意欲作  

演劇人集団☆河i塾（名古屋）  

「ディープ・フォレストJ  

◎8月20日（土）－8月21日（日）  

2004年3月、4～5日前から行方不明になっていた22  

歳の女性がずぶ濡れで静岡県警に保護された＝．彼女  

は青木ケ原樹海を彷捏っていたらしい。最初から誘拐  

の可能性も取り沙汰されたが、生過した彼女の「連れ  

去られたのではなく、ずっと一人でいた・‥」という言葉  

もあi）、ひとまず犯罪事件ではないと断定された。多く  

の謎を残したこの出来事をモチーフに、彼女がさ迷っ  

たであろう樹海での数日間を加藤炎人が描く。苔むし、  

清廉な水が滴る奥疎い森には、不思議な人々が潜み、  

迷い人がうずくまり、そして、あれは樹々の声であった  

のか。自然との問わi）を通して、生命（いのち）の美しさ、  

人が生きる意味が見えて来る。河鹿塾は劇作家の加  

藤呉人が主宰する演劇集団。今回は青木ケ擬樹海と  

いうこの作家にはぴったりの構想の舞台を得て、いよ  

いよ冴える筆致で、自然と人間の関係を問う。  

ほすべての台詞を歌詞に仕立てるという＝会場はオ  

ールスタンデイング形式（椅子なし）二あなたはこの萄花  

から目を背けないでいられるか。それとも途中で逃げ  

るか二新たな和製ホラーミュージカルの誕生だ 

作・演出／Dr．エクアドル   

大爆笑、スリル満点の正統派マイム  
コメディ。不思議な＝人が紡ぎだす  
大都市の一夜の夢  

東京黙劇ユ＝ツトKANtKAMA（東京）  

「col】ectionv8l．2」  

◎8月16日（火）～8月18日（木）  

毎年アジア各都市から注目の劇団が参加し、おこなわれ  

るA＝ce festival。今年もコメディ、ストレートプレイ、マ  

イム、リーデインクと手法も様々な15のプログラムがタイ  

ニイアリスの舞台をにぎわせてくれます。フェスティバル  

の開書をかざる8月の3劇団をご紹介。お見逃しのない  

ように！   

勝者必殺の理を現す、  
この毒花を見よ。  
新しい和製ホラーミュージカルの誕生   

ゴキブリコンビナート（東京）  

r害のオリモノはレモンの匂いJ  

◎8月11日（木）～8月14日（日）  

業病と貧困に喘ぐ家族が、狂気の化学実験の犠牲  

となって、裸身にヌラヌラとした体液みたいなものを滴  

らせて溶けて行く。可哀相な営業マンがパンツも剥が  

されプロレスも顔負けとばかりにポカポカに痛めつけら  

れるいったい何の警告か？社会へのあまりにも深い  

怒りか？高度な音楽表現を持った集団でもあり、とこと  

ん悲惨な地獄模様が、はじめはディズニー映画のパロ  

ディのような「カワイイ」旋律の歌で語られ、寿のない？  

パントマイマー小島尾万助は、  

ツアーやフェスティバルで多く  

の人々と出会い、交流しながら  

芸を磨いてきた人だ。1995－  

1999年には、アジア各国のマ  

イマーが日本に集う「アジア・  

マイム・フェスティバル」をみ  

ずからの手で開催。韓国、タ  

イなどのマイムフェスティバル  

では重安な常連となっている。  

また、ここ4～5年毎年おこなっ  

〆∠㌃モてグで竺聖子三三竺た竺  

する。が、それもやがてはこ  

■ の集団特有の見苦しいリア  

ンリズムによって、とことん蕗  

ているバンコク公演では、いつも満席の劇場に大爆笑  

の渦が巻き起こるし当地ではかなりの人気者なのだ。  

パントマイマ一本多愛也は、マイムに加lえて歌や楽器も  

こなすエンターテイナーで、今年は「月猫えほん音楽界」  

（7月／青山円形劇場）などにも出演二秋には韓国公演  

も予定い小鳥屋と本多が共演するユニットKANIKA  

MAは、長いつきあいの二人ならではの息のあったス  

テージがウリ。大都市の片隅の不思議な出会い、不粂  

作・演出／加藤  

真人  悪的でヒステリックな表現  

に乗っこんでいく、あるとき、  

あまりの汚さとか、見苦しさ  

がギャグに転換して、また  

笑えたりする．こ今回は完全  

ミュージカル化をめざし、ほ  

芸術文化を支欄、発情するNPO  

アートネットワーク・ジャパンより  

MONTHLYL∈了了モRVol．21  

豊かな地域文化創造のために。  
読み聞かせ実践講座「心に響くドラマリーディング」  

I 

そして、7月23日には、全8回の講座の締めくくりとし  

て参加者全員がひとりづつ他の参加者や講師達の前  

に立ち、読み聞かせを行う発表会が催された。  

●   

発表会は18人の参加者かそれぞれ5分間の時間  

を使って、自分が読みたいテキストを読み聞かせていく。  

選ばれたテキストはミステリーなどの小説、エッセイ、  

絵本と様々であり、その選択にも個性があらわれてい  

た。大勢の人前での発表ということもあり、開始直前  

迄は緊張を口にする参加者も見られたが、いざ始まる  

とそれぞれ落ち着いた様子でテキストを読み聞かせ  

ていた。聞く側の参加者も説み手の爵に熱心に耳を  

傾け、時折話の内容に笑いか起こるなど、リラックスし  

た空気の中発表は進んでいったが、これは講師をはじ  

め、参加者どうしが打ち解けた雰囲気の中で、レクチ  

ャーを重ねてきた結果といえるだろう。糊き手がIijjじ  

レクチャーを体験してきた仲間ということもあり、ただ  

テキストを「読む」だけでなく、相手に「聞かせよう」と  

する意志が強く感じられたのも印象的であった。参加  

者の中にはテキストの内容に関連した小道具を前に  

置いて、発表をおこなったり、絵本を聞き手に見せな  

堂々とした読み聞かせをおこなう参加者もあり、履かさ  

れる場面もあった。参加者それぞれの個性をいかした  

発衷は、第三者からみても面白いものであったし、声の  

表情とリズム、最小限の身振りのみで全てを表現する  

「読み聞かせ」の奥の探さを発見させられるものでも  

あった。また、少ないながらも男性の参加者もあり、女  

性とはまた違った魅力のある発表をおこなっていたこ  

とも付け加えておきたい。  

●   

学校の週休2日制などによって、読み聞かせの会は、  

学校や図書館等で盛んに催されるようになったという。  

読み開かせのI11来る人材の需要はこれからますます  

増えていくに違いない。この講座の参加者すべてが、  

すぐに文化ボランティアとして活動していくという訳で  

はないが、そのための素地はこの講座によって得られ  

たのではないかと感じた。なお、この読み聞かせ講座  

は豊島区在住・在勤・在学の方を対象に、次回は10月  

末から12月に開催される予定。（CUTIN）  

読み聞かせ実離  

r心に書くドラマリーデインクJ発表会  

◎7月23日にしすがも創造舎   

去る6月11［】から7月24【］にかけての毎週土曜日、に  

しすがも創造舎にて、読み聞かせ実践講座「心に響  

くドラマリーディング」が行われた。このプログラムは「ア  

ートネットワークジャパン」、「芸術家と子どもたち」の両  

NPOが豊島区や関連団体とともに組織する「としま  

文化創造プロジェクト実行委貝会」が展開する事業  

のひとつで、豊島区内のさまざまな施設で読み聞か  

せの活動がrtl来る人材の育成をl二‡的とした教育講  

座である。  

●   

講座では演出家の倉迫鹿史氏（Orトd．d）、俳優の  

両肘安平（山の手事情杜）、三橋味了（Ort－d．d）の両  

氏を講師にむかえ、毎週絵本や手紙、小説等、それぞ  

れテキストの特徴にあった読み聞かせのレクチャーが  

行われた。声を出すためのストレッチ、準備運動には  

じまり、講再酎こよるデモンス＝／－ション、参加者の個性  

にあわせた個別指導、実際に参加卜者の前で読み聞か  

せを行う実践練習等をとおして、参加者はテキストの  

内容をより疎く理解し、それを聞かせる相手に対して  

いかに伝えるかを学んだ。（各レクチャーについては、  

にしすがも創造舎HP・・・http：／／www．anj．or．jp／anj／  

SOZOSha／archives′yOmikikase．htmlに詳細なレポー  

トと当日の資料あり）  

1左、中）…練習風景 右）・‥発表の様子   

がら読むなど、自分なりの  

やり方で誼み聞かせを「演  

出」する者もあI）、発表会  

をよi）魅力的で、楽しいも  

のにしていた：－   

中には排便さながらの  



新しい棚を発情する神楽傾と麻布の小■場  

DIE PRATZEより暮新＝ユース  日本の舞踏集団とオーストリアの前衛集団が  

カフカを国際共同製作  
く、台詞がないのに言葉を感じさせてくれましたノト．没の「変  

身」をテキストとして山本萌の変身を作り卜げても良いので  

はないかと考えたしだいです。どのように近づこうとしたか  

舞台をご覧になると解るのではないかと思います  

●いままでの舞台と違う点はありますか1  

山本－そうですね、今阿の作品づくI）にあた・Jて、ASOしと  

は演劇性から舞掛二どのように変身するか？変身が番か  

れた時代の雅屋は？着ていた衣裳はどのようなものであっ  

たか？など、‖本に住んで想像するのではなくその時代オ  

ーストリアにイ＿lミんだとき、どのようにザムザの‖に映っていた  

のか知りたくで、資料粂めに協力してもらいながら1ケ月か  

けて作【lJ－づくりに取り組みました。  

●兆同作業として特にやりにくかった点はなかりたですか？  

山本 あl）ます、進行の途中で作Il封こついて何度も話し合  

うことになりましたので、英語の適訳役の鈴木は大変苦労  

しましたね」「文化の遠い」ということに逃げないで つの  

作品を作り卜．げるという作菜をまとめる1労を鈴木か 一番  

負ったのではないかと思います＝】  

あとは、ハツキリとした技術は伝えやすいが、曖昧なものか  

伝えづちいのでハツキリ考えさせるようにしなければいけな  

かったことでしょうか。ステップアップするために、前作よりは  

ASOUのメンバーがより内面から表現する■甚を■霞配しました，  

diepratzedancefestivalダンスがみたい！7－インターナショナル ダンス コラボレーション  

金沢舞ヰ館／Th8aterASOU（オーストリア／日本）カフカr変身」  
8／30（火）19：30アフタートーク有 8／31（水）19：30 ＠麻布diepratz8  

問＝076－23l－3863（金沢舞踏館） ☆出演＝山本萌 白榊ケイ UschiLitschauer Monika  
Zohrer Christian Heuegger Gernot Rieger Klaus Seewald  

だ土地からたくましい生命力が生れてくるという作品です 

荒れ果てたどんな土地からもジャガイモ（舅爵）の芽が出  

てくるという／1ミ命力がテーマでしたASOUは舞踏手に敬  

し、公桝も夏の城址公園の野外ステージで一般観光客も  

観賞して人変相秤でした。  

●今車＝まカフカの「変身」からですが、どういういきさつでカ  

フカになったのでしょうか7  

山本－ASOUと二匝＝】として新作をやろうということになっ  

たのですが、オーストリアと日本の文化史淀として何を選ん  

だらよいか、カフカという名はすぐ出たのですがはたして今  

の若い世代が「変身」を読んでいるか疑問でした，しかし、  

因習朗に行けばカフカの全集が置いてあーノたり、「海辺の  

カフカ」という本がでていたり、カフがI体は知られているの  

で11本での舞台も可能だと思うようになりました．，それと、金  

沢でハイナーミュラーの企画に関わった耶も大きかったです  

韓国の刷川チャンパーの【ノ、ムレットマシーン」はとても面白  

本公演は金沢舞踏館とシアター・アソウの二つのグループによる  

舞踏の国際共同製作作品。2000年には、第1回目の舞踏プロジ  

ェクトrDANSHAKU／男爵」（作・演出／山本萌）をオーストリア、  

クうーツ市にて発表して好評を得る。2回目となる今回は、カフ  

カの「変身」に挑戦。ドイツ語文化圏のシアター・アソウの身体性  

と金沢舞踏館の舞踏とが、カフカ「変身」をテキストに、どのよう  

に融合し、進化するのか是非こ賢くださいー（本公演は、2005日  

歓市民交流年のイベント）  

金沢拝趨館 山本萌インタビュー  

●いちどTheaterASOU（シアターアソー）と共同製作され  

たそうですが、前岡はどのようにして作られたのですか？  

lり不一はい、2000年にDANStlAKt盲（男舟）を制作いた  

しました．，2週間という短い期間でAS（1Uとやるので、いまま  

でやったことのある作品を使ってリメイクいたしました、．  

初減は3人でやった作品ですが、それをオーストリアでは9  

人の作．1んに仕1二げました。職場の疲れた兵七の痺川込ん  
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一ションー  

■D8nC8Ga「op V旧E（轟国／日本）8／2（火）19：声0  
（＊アフタートーク有）8／3（水）19：30I恩を数えるj  
☆振付＝キム・ヒジン ☆出演＝ソン・ソンヨン ユ・ジュヒヨシ  

キム・ソンウン チヨン・インファ チヨンツンイ 他  
☆ゲスト出演＝イシデタクヤ（8／2）神村忠（8／3）  

■苓衆とその仲間達・日辱共同舞台制作・（韓国／セルビア／ス  

ペイン／日本／他）8／12（金）19：30（＊アフタート→ク有）  

8／13（土）15：30＆19：30 B／14（日）14：30＆17：30  
8／15（月）19：30「道しるべの傍らにてj／rBlack MapJ  
（などの小作品集）※日管りで3つの漂白の組合せ  

☆出演＝観山欣也 雫境 陽茂弥 板垣あすか Shinichi  
Momo Koga MOR［○くgtr．）goboujin（laptop）キム・  
ヨンチヨル アナ・ポジッテ ルカス・レドンド 他  
■玉野黄市と幻の軍団（USA／日本）8／17（水）19：30（串  
アフタートーク有）8／18（木）19：30「舞誇ってなあに？j  

出演＝玉野貴市 RonnyBaker 他 協力＝宮下省死  
■ポクロール（オーストラリア／日本）8／25（木）19：30（＊  
アウタートーク有）8／26（金）19：30 8／27（土）15：30  
＆19：30 8／28（日）15：00 rchocolateJ／ーポクデス  
の「メガネデスりJ「choco厄tej・‥☆振付・出演＝矢内厚真  

邦 ☆出演＝佐川智専 一ボクデスの「メガネデスりj…☆作・  

演出・出演＝小浜正貫 ☆映像＝高橋啓祐 ☆ゲスト出演＝  
LukeGeDge   

タンスがみたい！7一批評家推薦シリーズー  

■新人シリーズ3く批評寮貰〉受井 アダチマミ×無所属ベル  

リ 8ノ8（月）19：30（＊アフタートーク有）8／9（火）19：  
30 rまな板の泳ぎかたj問＝nOnPヨnizan」〕e「「y＠yahoo  
．co．jp ☆据付・演出・出演＝アタチマミ ☆出演＝植松偏子  

岸麻祭典 山口由香 ジョセフィーヌ 他  
■新人シリーズ3くオーディエンス賞〉受賞 佐藤道代  
8／11（木）19：30（＊アフタートーク有）  

rソロ・ダンス・ワqクスJ☆問＝michsato⑳cba．att．ne．jp  
☆出演＝佐藤道代 ☆朗読＝吉野美奈子  

■原田伸雄と舞踏育窮音 8／29（月）19：30（原田伸雄ソロ）  

8／30（火）19：30く群舞）（＊両日アフタートーク有）  

遮8／30（火）13：30－16：30にワークショップを行います。  

参加料￥2000、d始pratzeで予約琶付 r原田伸捷ソロ  
私の肉体は戦号である」／ー群舞 法り水j ☆出演＝原田鱒  
祉縫部爾汝 松岡涼子 松岡智要 理紫 乗員実子 ☆推薦  
人＝村岡秀弥  

各言羊細はhttp：／／www．geocities．jp／azabubu／まで   

∴ 一般の公演 フェスティバルとは関係ありません－  

8／5（金）～B／7（日）■うたたねの森  

rC∈岬tUre n18j 問＝090－1058・3947 ☆作・演出・出  
演＝森谷由希子 ☆出演＝寺岡泉美 石橋英明 二面由希  
澤田よしみ 中秋美章 他 ⑳捕まえてこらん・・・網子よく  
逃げてはみた。でもうしろが気になって仕方ない。あの人が  
追いかけてくれる気がしてニヤニヤする。近つきたいから逃  
げる人々の話。  
8／20（土）－8／21（日）■超歌劇団  

一発25固公演 利休大爆発J問＝090・1782－7313  
☆作・演出・出演＝うるけん一郎太 ☆出演＝くるつばぴっこ  

魚人ころ－ ハル美 渡辺祐介 池ケ谷響 オマンキージェ  
ットシティくコキプリコンビナート）⑳千利休が大爆発。なぜ  

千利休が爆発するのか。千利休が爆発なの机爆発が千利休  
なのか。千利休でないと爆発しないのか。爆発する事自体  
千利休なのか。  
9／2（金）～9／4（日）■ノアノオモチャバコ  
rはちみつ地口デイJ一問＝090－6528・1371☆作・演出＝  
寺戸隆之 ☆出演＝松磨かおり 青木亜希子 上野琶久  
山森弘殿 伊藤あすか ⑳「どこにでもあることが平凡なら  
特別ってどこにあるんだろう？」タカラ彼女ハ僕ノマ工カラ去  

ッティッタ。ノアノオモチャパコが贈る大人のお伽話、決定版！  

TINYAuCE／NPOARC ＼＼  
ポ愴区新市2・13－8光垂ビルBlte16†8XO3－3354」7307．・／ htt：／／WWW 

p．tinyalice．n8t tOkyo飢inyalice．ne．jp／  

麻布diepratze く’＝，∩州一＿鵬鵬‥…‥…。一 〒1D6 ・8044漕区舶布ト26－6・2F T＆FO3・5545－1385  

⑳タンスがみたいけ－インターナショナル ダンス コラボレ  
ーションー  

1BIMO DANCE THEATERJogj8karta＋廿我傑（イ  
ンドネシア／日本）8／7（日）17：00（＊アフタートーク有）  

B／8（月）19：30「FATAMORGANA・ファタモルガナ」  
～D7antaraadadantiada ある（有る）とない（無い）のあ  
いだ～ ☆据付＝BimoWiwoh己tmO  
☆出演＝8imo〉Jiwohatmo BesarWidodo  
AnterAsmo10tejo EkoPurnomo LenaGus＝na  
問＝M・SOGA＠ag8．mopera．nejp（曽我）  
暮ピエール・タルド＋イマージュオペラ＞＞ロマネスクくく（フラ  

ンス／日本） 8／10（水）19：30（＊アフタートーク有）  
8／11（木）15：30＆19：30 －ザンビネッラZAMBINERR旬  
間＝03－5373・0536（イマージュオペラ）☆言語素材＝オ  
ノレ・ド・バルザック ☆轟付t演出＝ピエール・タルド＋脇川海  

里 ☆偶成＝綾原j工里 ☆出演＝ピエール・タルドJOU（as  
糾eSt）脇川瀬空 相良ゆみ 野沢菜代  
■金沢舞踏館／Theat8rASOU（オーストリア／日本）  
‥一群姫は上記事参照   

⑳ダンスがみたい！7一批評家推薦シリーズー  

■大構可也＆ダンサース8／2（火）19：30＊アフタートーク有  

rサクリファイスJ間＝07D－5218－5251  
☆壷付＝大橋可也 ☆出演＝三ウミウ 江葺令未 開かおり  

垣内由香里 曽木正純☆推薦人＝石井達朗（舞踊評韓）  
■和栗由紀夫＋上杉貫代 8／4（木）19：30＊アフタートーク  

有 B／5（金）19：30r神経の秤J問＝042・580－6152  
☆出演＝和栗由紀夫 上杉責代 曽我傑 ☆推薦人二志賀信  
夫（ダンス批評）  

■冴子＆冴子だんさ－ず8／13（土）19：30（＊アフタートー  
ク有）8／14（日）14：3D＆17：30  
rVeiりrLexe＝－s Cometj rスミレの花をあなたにj絶  
間＝046－273－1324（青木）☆出演＝鈴木府依子 北島兼  
高根萌子 櫻井マリ 冴子 才力ムラ（ギタリスト）他 ☆推薦  

人＝吉田悠凋彦（舞踊学・舞軍靴評）  

■金魚King●yo 8／16（火）19：30（＊アフタートーク有）  
8／17（水）19：30 rミルクJ閏＝kingyocafesuzulO⑳  
yah00．CO．jp ☆振付一演出＝轟木ユキオ ☆出演＝King■  
yo ☆協力＝にしすがも創造舎 ☆推両人＝武藤大抵（実学  
／タンス批評）   

－一般の公演 フェスティメールとは関係ありません∴  
B／19（金）～B／21（日）■MEGALOTHEATRE  
F■メガロポリストウキョウCJ閏＝045－34ト2446（OFFtC∈  
M∈GALO）☆作＝メガロシアター ☆演出＝今井辱也 ☆  
出演＝吉松章 渋谷太穏 清原舞子 崖幽明希 松崎浮 高   
山昌三他 ⑳巨大都市トウキヨウの虚像とそこに書らす人々の  
生のリアリティを極照まで追求したメガロポリスシリーズ最終章！  

新しい演劇＝詳細脂WWW．megab．biz  
B／24（水）～8／28（日）■錬肉工房＋温昇企西 井同公演  
r女中たちJ闇＝03－5272t4393（S・丁・S）☆作＝ジャン・  
ジュネ ☆駅＝渡辺守章 ☆演出＝岡本亨 ☆出演＝諸般俊  
明 直井おさむ 苗田宇一郎 龍昇 山本救保 ◎5人の個  
性的な男優選による、ジュネの名作「女中たち」一岡本章の  
斬新な演出のもと、関係の倒錯が暴き出されるヤパイ劇空  
間＝必眉です。  
9／3（土）＆9／4（日）lllNSECTALAB．  
r図表踊VOl．5j 間＝03－5606－8766（インセクタ・ラボ）  
☆構成・演出＝野口寵 ☆振付・出演＝種由貴子 香亜美里  
中鳥屋子 山口智美 野口呪 ⑳魔闇に翔んでいく虫の羽コ  
ハタハタ、カサカサ、フーン。グラフィック／タンス／ノーテーシ  
ョン。軌跡が描くタンス地図のユートビア。  

8／1（月）－8／3（水）■ROBERT YAMADA NONSEN亭E  
THEATARE voJ，5「煙草の個が目にしみる」042－727－  
8640 http：／／WWW．gedcities’jp／Office＿mUbe  
☆作・演出・出演＝ロバート山田  

8／5（金）－8／8（別■フランクサノてゲリラ  

ぽくらの世界残酷名作シリーズ①「まやかしトットちやん」  
090－9670・0415 f「牟nks∂bba⑳hotmai仁COm  
☆作・演出＝エド・W・ガニエスタ ☆出演＝安倍川モチコ 韓日 工ンキチ 寺西廃刊子野悠気 吉田雅岩 石本葉一朗（や  

嘩  
まびこトリオ）◎少女の欲求が魔法使いトットチャンというア  

ンチ・ヒーローを誕生させた。おしり！おしり！おばけ！  
8ノ11（木）～8／14（日）■ゴキブリコンビナート  

「君のオリモノはレモンの匂い」03・3382－3284  

ando＿－hiyash7nsu＠y坤．ne，Jp ☆作卜演出＝Drエクアドル  
☆出演＝ポポジョ貴族 オメス吉祥寺 OJC セロトニン瘍子  
D「エクアドル スピロ平太スガ死顔 ⑳キケン、キタナイ、キ  
ツイの3Kミュージカル；覚悟を決めてこ覧あれ。  
8／16（火）～8／18（木）■葉京黙劇ユニットKANIKAMA  
「co‖ection vol．2」03－3382－0019（小鳥）☆演出＝吉  
澤耕一 ☆出演＝小鼻屋万助 本多愛也 ⑳カニかまぼこは、  
おいしい。けれども、フェイクです。二人のパントマイムはその  
上をゆく超特大のフェイクなのだ。。乞う御期待。  
8／20（土）－8／21（日）■演劇人集団☆河童塾  
「デイーフ・フォレスト」〔）52－805－4623 backcountry19  

91◎yahoo．co．jp ☆作一演出＝加藤真人 ☆出演＝坂本大作  
長野武吏 青木一 高礪幸誠 馬場直人 堀江音子 米元淳  
一 井上雪（劇団演集）他 ◎多くの謎を残した事件をモチ  
ーフに描く、樹海での数日間。事件の奔相、ならびに、生命（いの  
ち）や人の生き方について、問うて行く・‥  
8／23（火）～8／29（月）■SPARKプロデュース／セレンdわi  
ティー公演「アリス、オキナウ」03－6418－5963  
entertainment＠humansky．co．jp ☆作・演出＝入江菓史  
☆出演＝渡辺江里子 ほか ◎突然姿を消した夫の定跡を追  
ってオキナウの小さな鳥へやって来たアリス。ゆつくりと流  
れる時間の中で人生最大の転機を迎え、やがて薪しい自分  
の道を歩み出す人々の姿を、映像と舞台のコラボレーション  
を通して描くヒューマンコメディー。作・演出は入江崇史（テ  
アトル・エコー）、映像監督に、谷村香織。主人公アリスには、  
天性のコメディ工イヌこと渡辺江里子（ヒューマンスカイ）。  

′ 
／ 神楽坂d始pratze  ＼  

＼  

＼＼L、〒182月812榊匡西五軒町2・12T＆FOふ323＆79gO／ 、l．． ＿．＿＿＿＿－＿－＿＿、．＿、＿＿ ＿．＿＿＿＿．＿．▼▼▼＿ノ  邑
ぎ
ぎ
ぎ
官
立
≡
謹
－
一
山
茎
u
 
 
 

7／12（火）－8／31（水）d旭Pr8tZOdanc8†閃ttVat  
rタンスがみたいけ 一批評濃紺シリーズー」  

rタンスがみたい！7 インターナショナルダンスコレクショ  

ンJ‥・今回「タンスが見たい！7」は「インターナショナルタン  

ス コラボレーション シリーズ」「批評家推薦シリーズ」の2つ  

のプログラムに別れています。（チケット料金、予約、などは共通  

です）★料金（学生は要学生証）…前売＝￥2．500（学生＝￥  

2．000）当日＝￥3．00ロ（学生＝￥2，500）／タンスがみたい！  
お得なチケット通し券＝￥〕乳000（学生＝￥15．000）月5回券  

＝￥9．000（学生＝￥7β00）（インターナショナルタンネコラ  

ボレーション、批評家推薦、両シリーズで使えます。1演目に付き  
1固有効、die pratzeのみで発売）★チケット予約・・・チケットぴ  

あ0570－02・9999 神楽坂die pratze O3－3235－7鱒0  
（火曜を除く1▲3：30～18：30）麻布d厄PratZeO3二5545一  
1385（月曜を除く18：00～23；00）pratze＠ask．Tle．jp  
主催・・・「ダンスがみたし1！」冥行委員会 共催…diepr串麺   

◎ダンスがみたい！7－インターナショナル ダンス コラボレ  


	cutin40-1-1.pdf
	cutin40-2-1.pdf
	cutin40-2-2.pdf
	cutin40-1-2.pdf



