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近代童話劇シリーズ vol.1

＊水と土の芸術祭 2015 参加作品

最新作はバルトークの音楽《かかし王子》にのせて描くオリジナルの物語舞踊。
ノイズムの新境地を切り拓いた見世物小屋シリーズの完結から 3 年。
現代を生きる大人とこどものための“近代童話劇”開幕！

演出振付：金森穣（りゅーとぴあ

新潟市民芸術文化会館 舞踊部門芸術監督／Noism 芸術監督）

音楽：B. バルトーク 《かかし王子》
衣裳：堂本教子
映像：遠藤龍
出演：Noism1
2015 年 6 月 6 日（土）～8 月 1 日（土）
［新潟公演］りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオ B〉
［神奈川公演］KAAT 神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉
［金沢公演］金沢 21 世紀美術館〈シアター21〉

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団（新潟公演）、KAAT 神奈川芸術劇場（神奈川公演）、
金沢 21 世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団 ］（金沢公演）
製作：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
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作品について
■日本初・唯一の公共劇場専属舞踊団として
2004 年より、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動を続ける
Noism。設立から 11 年目を迎えた今なお、日本で唯一の劇場専属舞踊団と
して、芸術監督・金森穣率いるカンパニー活動と、舞踊家たちの圧倒的な身体
によって生み出される作品は、国内外で高い評価を得ています。
「言葉以上に観客のイメージを喚起する」と評された身体表現で鮮烈な物語
を描き出した設立 10 周年記念公演、劇的舞踊『カルメン』に続き、前作の

見世物小屋シリーズ第 1 弾
『Nameness Voice～人形の家』（2008 年）

『ASU～不可視への献身』では、舞踊そのものに真正面から向き合った 2 作品
を上演。10 年間で培われた「トレーニング」を作品として提示すると同時に、今
までの Noism にはない新たな身体性を追求した作品を発表し、次なる 10 年
に向けて一歩を踏み出しました。

■3 年ぶりのスタジオ公演、新シリーズ “近代童話劇” 開幕！
2015 年春の新作は、3 年ぶりにスタジオ規模＝小さな空間で創作します。

見世物小屋シリーズ第 2 弾
『Nameness Poison～黒衣の僧』（2009 年）

『Nameless Hands～人形の家』、『Nameless Poison～黒衣の僧』、
『Nameless Voice～水の庭、砂の家』の 3 部作として Noism の新境地を切
り拓いた見世物小屋シリーズ。現代社会を生きる我々が直面している出来事を
切り取り、舞踊家の息づかいや汗までもダイレクトに感じ取れる密な空間で上演
された作品は、観る者の記憶に強い印象を残しました。
完結編となった『Nameless Voice』の閉幕後、見世物小屋は一旦封印し、
大きな劇場での公演を重ねてきましたが、今回、Noism1 が再びあの密な空間

見世物小屋シリーズ第 3 弾
『Nameless Voice～水の庭、砂の家』（2012 年）

に立ち返り、新シリーズが始まります。表現の場が無制限に広がり、誰もが不特
定多数の観客を有するようになった現代社会において、「表現」とは何を意味す
るのか？100 年前に創作されたバルトークのバレエ音楽《かかし王子》にのせて、
現代を生きる大人とこどもへ贈る”近代童話劇”の開幕です！

■「水と土の芸術祭 2015」参加作品

『ASU～不可視への献身』 第 1 部「Training Piece」（2014 年）

2009 年から新潟市内全域で始まった「水と土の芸術祭」。「私たちはどこから
来て、どこへ行くのか。～新潟の水と土から、過去と現在（いま）を見つめ、未
来を考える～」を基本理念として、今年 7 月～10 月に、第 3 回目の芸術祭が
開催されます。そのパフォーマンス・ディレクターに、Noism 芸術監督の金森穣が
就任。期間中、さまざまなパフォーマンスプログラムを予定しています。Noism1
『箱入り娘』も芸術祭参加作品として、小学生限定／65 歳以上限定の公演
を開催します。

『ASU～不可視への献身』 第 2 部「ASU」（2014 年）

Photos: Kishin Shinoyama
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Director’s Note

金森 穣

この作品は今から 100 年前に初演された、ベラ・バルトーク（音楽）とベラ・バレーズ（台本）によるバレエ『か
かし王子』を基に創作します。バレーズの台本は、バルトークの楽譜に書き込まれていることからも明白なように、ま
るで音楽劇のような構造をもった台本です。ですから私はその音楽と台本の関係を尊重しつつ、そこに独自の解釈
と、独自の登場人物を加味して物語を創作します。
バレーズは『かかし王子』の物語を、芸術創造において賞賛を浴びるのは常に作品であって、芸術家ではないとい
う、芸術家特有の苦悩の物語であると言っています。しかし私にとってこの意見はどうも解せないものです。なぜなら
私は個人的な賞賛よりも、作品が評価されることを望んでいるのであり、私という作家が見えなくなるほどに、作品
がその力によって歩き出すことこそが、最高の創造行為だと考えているからです。
しかしこの台本が書かれてから 100 年が経った今、インターネットという仮想空間によって表現の場が無制限に増
えたこと、そして誰もが不特定多数の観客を有するようになったことにより、誰もがゲイジツカとなり、バレーズのいう苦
悩が社会に蔓延しているようにみえます。
ではこの 100 年で何が変わったのでしょうか。それは我々を取り巻く環境であり、一つの箱の位相、すなわち自己
を形成する家族、村、国家といった箱の位相が外側に広がったことでしょう。そして人間が他の生き物と同様に、環
境に応じて変容していく生物であることからも自明なように、近代以降我々の身体および精神は、劇的に変化して
います。
箱入り娘と無職のゲイジツカ。2 人は仮想空間で出会い、現実空間で傷つけあい、宇宙空間ですれ違います。
彼らの心（箱）は行くあてもなく、理想（箱）と現実（箱）の間を彷徨います。
近代童話劇『箱入り娘』は表層と内実、映像と記憶、世間と個人、そして自らの意思と“みえない意思（知
能）”に翻弄される人間の物語です。

金森 穣

Jo KANAMORI

演出振付家、舞踊家。りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館舞踊部門芸術監督、Noism 芸
術監督。17 歳で単身渡欧、ルードラ・ベジャール・ローザンヌにて、モーリス・ベジャールらに師事。イ
リ・キリアンにその才能を認められ 20 歳で演出振付家デビュー。ネザーランド・ダンス・シアターⅡ、リ
ヨン・オペラ座バレエ、ヨーテボリ・バレエ等、10 年間欧州の舞踊団で舞踊家・演出振付家として
活躍後、02 年帰国。04 年 4 月、りゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任し、日本初となる公
立劇場専属舞踊団 Noism を立ち上げる。海外での豊富な経験を活かし次々に打ち出す作品と
革新的な創造性に満ちたカンパニー活動は高い評価を得ており、近年ではサイトウ・キネン・フェステ
ィバル松本での小澤征爾指揮によるオペラの演出振付を行う等、幅広く活動している。14 年より
Photo：Kishin Shinoyama

新潟市文化創造アドバイザーに就任。平成 19 年度芸術選奨文部科学大臣賞、平成 20 年
度新潟日報文化賞ほか受賞歴多数。

www.jokanamori.com
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Profile
堂本 教子

Kyoko Domoto ｜

衣裳

コンテンポラリーダンス、舞踏、演劇、映画、オペラなどの衣裳デザイン製作。Noism では、2004 年に
『black ice』（演出振付：金森穣）、11 年『OTHERLAND』の『Stem』（演出振付：稲尾芳文
＆K.H.稲尾）、12 年『Nameless Voice～水の庭、砂の家』、13 年『ZAZA～祈りと欲望の間に』
『PLAY 2 PLAY（改訂版再演）』（以上、演出振付金森穣）を手掛ける。99 年と 03 年には、チェ
コ・プラハ カドリエンナーレ国際舞台美術展出展。00 年文化庁芸術家 在外研修として、バットシェバ舞
踊団の衣裳デザイナーRakefet Levy に師事。99 年伊藤熹朔賞奨励賞、06 年カイロ国際実験演劇
祭ベストセノグラフィー賞（劇団地点の衣裳）、第 36 回橘秋子賞舞台クリエイティブ賞受賞。

遠藤 龍

Ryu Endo ｜ 映像

写真家／映像作家
1983 年新潟県出身。個人活動のほか、mikkyoz としても活動。
http://endoryu.tumblr.com/
http://www.mikkyoz.com/

Noism1（ノイズムワン）
りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館が舞踊部門芸術監督に金森穣を迎えたことにより、
日本初の劇場専属舞踊団として 2004 年 4 月設立。新潟を拠点として、日本国内ツア
ーをはじめこれまでに海外 8 か国 11 都市でも公演を行っている。プロフェッショナルな身体
性と鋭い問題意識に裏打ちされた作品・カンパニー活動に対する評価は高い。’09 年には
モスクワ・チェーホフ国際演劇祭との共同制作、11 年にはサイトウ・キネン・フェスティバル松
本制作のオペラ＆バレエにカンパニーとして参加する等、活動の幅を広げ、今なお国内唯
一の公共劇場専属舞踊団として、21 世紀日本の劇場文化発展の一翼を担うべく、常
にクリエイティブな活動を続けている。第 8 回朝日舞台芸術賞舞踊賞受賞。

井関佐和子（副芸術監督）

中川賢

亀井彩加

角田ﾚｵﾅﾙﾄﾞ仁

簡麟懿

石原悠子

池ヶ谷奏

吉﨑裕哉

梶田留以

佐藤琢哉
Photos: Kishin Shinoyama
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公演情報
近代童話劇シリーズ vol.1

＊水と土の芸術祭 2015 参加作品

箱入り娘
演出振付：金森穣
音楽：B. バルトーク 《かかし王子》

衣裳：堂本教子

映像：遠藤龍

出演：Noism1
製作：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

チケット発売日
2015 年 4 月 18 日（土）新潟＆神奈川公演 一般発売開始！
＊4 月 16 日（木）N-PACmate（りゅーとぴあ友の会）/ KAme（かながわメンバーズ※インターネットのみ）先行発売
＊5 月 18 日（月）金沢公演一般発売

新潟公演
2015 年 6／6（土）～8／1（日）※全 13 回
日時
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日
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木

土
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金

土
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木
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○

○

○

★

★

15:00
17:00
19:00

○
○

○
○

○

○

○

○
★みずつち特別公演

会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオ B〉
入場料：一般 4,000 円

学生 3,200 円（入場整理番号付自由席）

＊学生券は N-PACmate 等、他の割引と併用はできません。公演当日受付にて学生証をご提示ください。

チケットお申込み・お問合せ：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル Tel：025-224-5521（11～19時/ 休館日を除く）
取扱い：りゅーとぴあオンライン・チケット
e+ イープラス

http://www.ticket.ne.jp/ryutopiaticket/
http://eplus.jp/（PC・MB）

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

★みずつち特別公演
7/26（日）…小学生限定公演（無料） 7/30（木）…65 歳以上限定公演（有料）
６月上旬頃より先着順で申込受付予定。 チケット取扱い・詳細は「水と土の芸術祭」ウェブサイトをご覧ください。
お問合せ：水と土の芸術祭実行委員会

Tel：025-226-2624

http://www.mizu-tsuchi.jp/

主催：水と土の芸術祭 2015 実行委員会
Niigata City Performing Arts Center RYUTOPIA Residential Dance Company Noism
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神奈川公演
2015 年 6／22（月）～6／28（日）※全 6 回
入場料：一般 5,500 円

6/22

6/23

6/24

6/25

6/26

6/27

6/28

月

火

水

木

金

土

日

14:00

休

○

17:00

演

日時

会場：KAAT 神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉
U24 2,750 円*

（税込・入場整理番号付自由席）
＊U24＝24 歳以下対象。4 月 18 日以降チケットかながわ
にて電話・窓口のみの取扱い

19:30

○

○

○

○
○

日

チケットお申込み・お問合せ：チケットかながわ Tel: 0570-015-415（10～18 時） http://www.kaat.jp/
神奈川県民ホール（10～18 時）、神奈川芸術劇場（10～18 時）、神奈川県立音楽堂（13～17 時／月曜休）
取扱い：e+ イープラス

http://eplus.jp/kaat/（PC・MB）

チケットぴあ

Tel: 0570-02-9999（P コード：442-954） http://pia.jp/t/kaat/（PC・MB）

ローソンチケット

Tel: 0570-084-003（L コード：39197） http://l-tike.com/

tvk チケットカウンター

http://www.tvkcom.net/

主催：KAAT 神奈川芸術劇場

金沢公演
2015 年 7 月 18 日（土）18:00、19 日（日）17:00 ※全 2 回

日時

会場：金沢 21 世紀美術館〈シアター21〉
入場料：一般

4,000 円

学生 2,500 円

高校生以下 1,500 円（税込・全席自由）

7/18

7/19

土

日

17:00
18:00

○
○

お問合せ：金沢 21 世紀美術館 Tel: 076-220-2811（交流課）http://www.kanazawa21.jp
チケット取り扱い：金沢 21 世紀美術館ミュージアムショップ
Tel:076-236-6072 ※窓口販売のみ（火～日…10～18 時半、金・土…10～20 時半）
ローソンチケット Tel:0570-084-005 （L コード：59377） http://l-tike.com/
石川県立音楽堂チケットボックス Tel:076-220-2815（電話予約 10～18 時半、窓口販売 9～19 時）
同時開催 Noism レパートリーワークショップ
講師：中川賢（Noism1）
日時：7/19（日） 14:00～15:30

会場：金沢歌劇座 大練習室

対象：中学生以上。舞踊経験 5 年以上（ジャンル不問） 詳細は金沢 21 世紀美術館ウェブサイトをご覧ください。

主催：金沢 21 世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］

助成：平成 27 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

作品に関するお問い合わせ
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

Noism 上杉・堀川

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-2

Tel: 025-224-7000

Fax: 025-224-5626

Mail: info-noism@ryutopia.or.jp

公演の開催及び詳細に関するお問い合わせ
新潟公演・・・・・りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 Tel: 025-224-7000
神奈川公演・・・KAAT 神奈川芸術劇場 Tel: 045-633-6500 （担当：林・小沼）
金沢公演・・・金沢 21 世紀美術館 交流課 Tel: 076-220-2811 （担当：黒田）
Niigata City Performing Arts Center RYUTOPIA Residential Dance Company Noism

