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Noism0／Noism1 

境界 
 

 

『Endless Opening』 

演出振付：山田うん  出演：Noism1 
 

『Near Far Here』 

演出振付：金森穣  出演：Noism0 

 

 

 

 

 

2021年冬公演ゲスト振付家は、山田うん。 共通のキーワードは“境界”。 

2人の振付家による2つの作品。 その境界をめぐる新作ダブルビル公演。 

 

新潟公演｜2021.12.17（金）～19（日） りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈劇場〉 
 

東京公演｜2021.12.24（金）～26（日） 東京芸術劇場〈プレイハウス〉 
 

高知公演｜2022.1.10（月・祝） 高知市文化プラザかるぽーと〈大ホール〉 
*同時上演『夏の名残のバラ』（井関佐和子芸術選奨受賞記念） 

 

※新型コロナウイルスの今後の状況によっては変更の可能性がございます。 
  最新の情報は Noism オフィシャルウェブサイトでお知らせしております。 
 

公演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  事業企画部 舞踊企画課 

Noism 広報担当：小野  Noism 制作担当：上杉 

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-2 

Tel: 025-224-7000（平日 10:00～18:00／休館日除く）  Fax: 025-224-5626  Mail: info-noism@ryutopia.or.jp 

オフィシャルウェブサイト www.noism.jp       Noism Company Niigata     NoismPR     noism_official 
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PRESS RELEASE 
 

 

公演について 
 

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館の専属舞踊団であるNoism Company Niigata（ノイズム・カンパニー・ニイガ

タ）は、日本初の公共劇場専属舞踊団として2004年に新潟市で誕生しました。設立以来、国内はもちろん世界各地か

らオーディションで選ばれた舞踊家が新潟に移住し、年間を通して活動しています。2021年9月からは新メンバーも加わり、

18年目のシーズンを迎えました。 

18年目のシーズン最初の公演は、ゲスト振付家に山田うんを迎え、芸術監督・金森穣の新作との2本立ての公演を開

催します。 

公演のタイトルは、Noism0／Noism1「境界」。輪郭を与えること、分け隔てること、そしてその境界線を横断していくこ

と……2人の演出振付家が偶然にも時を同じくして創作のテーマに掲げる言葉は、「境界」。Noism0とNoism1、金森穣

と山田うん、そしてその2つの新作の境界をめぐるダブルビル公演です。 
 

 

_昨年度ダブルビル公演 『Duplex』Noism0／Noism1 (2021年)より_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

山田うん、初の外部舞踊団への振付作品『Endless Opening』 

山田うんは、東京を拠点に世界的に活躍するコンテンポラリー・ダンスカンパニー〈Co.山田うん〉（こ やまだうん）代表を務め

る振付家、ダンサーです。その作品や活動は、日本各地、アジア、中東、ヨーロッパなどで高い評価を得ています。今年3月

に開催したNoism対談企画「柳都会」にゲストとして登壇し、金森穣との対談の中でそのバイタリティとポジティブさで参加

者を魅了しました。 

よくあるプロジェクト単位の集合体ではなく、年間で一定以上の作品クオリティを保ち継続して公演活動を行い、大胆な

群舞などに定評のある〈Co.山田うん〉ですが、山田が自ら主宰するカンパニー以外の舞踊団に振付けを行うのは今回が初

めて。近年山田が掲げる「あの世とこの世」、「境界線」といった創作のテーマを引き継ぎながらも、Noism1という集団との新

たな出会いによって生まれる作品にどうぞご期待ください。 

 

金森穣演出振付 Noism0 最新作『Near Far Here』 

17世紀初頭から18世紀にかけてヨーロッパで隆盛したバロック音楽を用いての新作『Near Far Here』（「近くて、遠い、此

処」）を上演します。キーワードは、距離／接触、此岸／彼岸、生／死、過去／未来、光／影。金森がもっとも信頼を寄

せる、齢と経験を積んだNoism0舞踊家たちだからこそ可能な、身体による思索をめざします。 

金森穣の紫綬褒章受章、井関佐和子の芸術選奨文部科学大臣賞受賞など、ますます脂ののったNoism0最新作に

ご注目ください。 

  

Noism0 『残影の庭～Traces Garden』（2021） 
演出振付：金森穣  
ⓒKishin Shinoyama  

Noism1『Das Zimmer』（2021） 
演出振付：森優貴  
ⓒKishin Shinoyama  
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PRESS RELEASE 
 

 

Director’s Note：創作に寄せて 

Endless Opening  
演出振付：山田うん ／ 衣裳：飯嶋久美子 ／ 出演：Noism1 
 

 

私が〈Co.山田うん〉以外の舞踊団に振付けをするのは初めてです。 
 

俳優、歌手、体操選手、または老若男女の一般市民や障がい者やダンスを学ぶ学生など、いろいろな人々

とダンスを作ったり振付けたりする機会はありましたが、同じメソッドで鍛え上げられた舞踊家たち、いつも圧倒的

なNoismに出会う、ということは、私にとって大きな事件です。数えきれない刺激を受け、これまで出会わなかっ

たエネルギーが生まれるでしょう。 
 

2021年は「鎮魂」をテーマに作品を手掛けています。2019年に設定したシーズンテーマです。5月に「あの

世とこの世の橋」をテーマに僧侶の方々との共作『Bridge』、7月に「死んだらみんなどこ行くの？」をテーマにした

子ども向けの『オバケッタ』を発表しました。今回の『Endless Opening』もその流れの中に位置しています。 
 

生きていくということは毎日少しずつ死んでいくこと。夢や希望は宙吊りのまま、現実の扉はどんどん勝手に開

いていくもの。私たちが今、力強くわかっていることは「わからない」ということ。何かが終わる前に聞こえてくる始まり

の音。音のような風。私が気付かないうちに、私が消えていくこと。野辺に仰向けになりながら、生まれ、分断さ

れ、消えていく雲を眺めているときのような。 
 

山田うん 

 

_〈Co.山田うん〉『コスモス』新潟公演(2021年)より_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田 うん  Un Yamada 
ダンサー、振付家。器械体操、舞踏などを学び、1996年から振付家として活動を開始。00年横浜ダンスコレク

ション・ソロ×デュオコンペティションにて「若手振付家のための在日フランス大使館賞」を受賞し渡仏。02年ダンス

カンパニー〈Co.山田うん〉を設立し、カンパニーでのクリエイションを主軸に、オペラ、合唱、演劇、新体操、ライヴ、

コンサート、アニメの振付などを手掛けている。また、世界各国のダンサー・振付家の育成、ソロパフォーマーとして

の活動など、多岐にわたる活動を展開。老若男女、障がいの有無を問わず、宗教、文化、国籍を尊重した、誰

もが楽しめるダンスワークショップのファシリテーターとして定評があり、国内ではパイオニア的存在でもある。20年に

は如月小春作『NIPPON・CHA!CHA!CHA!』（KAAT神奈川芸術劇場）にて演劇演出デビュー。平成24

年度第8回日本ダンスフォーラム大賞、平成26年度第65回芸術選奨文部科学大臣新人賞、令和元年第

37回江口隆哉賞など受賞歴多数。 

www.unyamada-co.com  Photo: HAL KUZUYA 

演出振付 

Photo: Isamu Murai 
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PRESS RELEASE 
 

 

Director’s Note：創作に寄せて 

Near Far Here 

演出振付：金森穣 ／ 衣裳：堂本教子 ／ 出演：Noism0 
 

 

【今此処とは何処のことか】 

新作のタイトルは『Near Far Here』。私なりに訳すれば「近くて、遠い、此処」ということになる。果たして此処とは何処

か。それが定まらない限り、何が近くて、何が遠いのかを理解することはできない。けれど今私たちが生きているこの情報社会

が（その社会を生きる私たちが）、地球の裏側の出来事を“近い事”として理解し、目の前で繰り広げられる出来事（そこ

に生きる人々）のことを“遠い事”、すなわち自らに関係のない物事と捉えていることに、疑問を持つ人はいないだろう。 

そこに輪をかけてコロナである。「今此処」を他者と共有することは避けられ、日々感染者数に翻弄され、目に見えないウ

ィルスに怯える日々。そうかと思うと「コロナ慣れ」。危機感を抱き続けることにも、数字に一喜一憂することにも慣れてしまう。

慣れとは生物にとって、環境適応サインであると同時に、戦い続けることへの疲弊のサインでもある。 

心の疲弊によってもたらされる、何を言っても、何をしても無駄だという虚無感は、目の前の出来事にも、遠くの世界の出

来事にも、今此処であるところの自分自身についてさえも、想像する力（問う力）を奪ってしまう。そうして「私とは誰か」を

問うことを止めた人々は、他者の人生に介入（それも匿名で）することによって、なんとか世界との繋がりを保持しようとする。 

 

【私とは誰のことか】 

「今此処」であることと切り離せない実演芸術に携わる者として、この事態をどう理解すればいいだろうか。そんなことを

悶々と考えながら、バロック音楽を聴いていて感動した。そしてふと、隠れキリシタンに想いを馳せた。彼の国では音楽が信仰

と切り離せなかった時代。此処日本では江戸時代＝キリシタン弾圧の時代である。遠い国の信仰に魂を揺さぶられ、生ま

れた（近い）国の人々に弾圧された人々。その人たちの信じたもの、その志に興味を抱いた。そして今、遠い国の、遠い時

代の音楽や人々に感動し、今此処にいる私とは、一体誰なのだろうかということにも。 

 

【現時点で語れるものは創りたくない】 

プレスリリースに必要だからと、広報から演出ノートを頼まれて書いたのが、上記の文章である。このような混沌とした自ら

の状態、創作に際するインスピレーションを、何とか言語化（整理）してみた。あるいは上記の問いとは別の問いが、明日

にも生まれるかもしれない。今私に言えるのは、現時点で語れるもの（想定可能なもの）など、創りたくない、ただそれだけ

である。 
 

金森穣 

 

 

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、モーリス・ベジャール等に師事。ルードラ・ベジャール・ローザンヌ在学中から創作を始め、NDT2在

籍中に20歳で演出振付家デビュー。10年間欧州の舞踊団で舞踊家、演出振付家として活躍したのち帰国。

'03年、初のセルフ・プロデュース公演『no・mad・icproject ～ 7 fragments in memory』で朝日舞台芸

術賞を受賞し、一躍注目を集める。'04年4月、りゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任し、日本初となる公共

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、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。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、第60回毎日芸術賞ほか受賞歴多数。令和3年紫綬褒章。 

www.jokanamori.com twitter ＠jokanamori  

演出振付・出演 

Photo: Kishin Shinoyama 
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PRESS RELEASE 
  

 

Noism Company Niigata （ノイズム・カンパニー・ニイガタ） 

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動する、日本初の公共劇場専属舞踊団。 芸術監督は

金森穣。プロフェッショナル選抜メンバーによるNoism0（ノイズムゼロ）、プロフェッショナルカンパニーNoism1

（ノイズムワン）、研修生カンパニーNoism2（ノイズムツー）の3つの集団があり、2004年の設立以来、国内・

世界各地からオーディションで選ばれた舞踊家が新潟に移住し、年間を通して活動している。 

Noismの由来は、「no-ism＝無主義」。特定の主義を持たず、歴史上蓄積されてきた様々な身体知を用

いて、あらゆるismを再検証することで、今この時代に有用な新しい形に置き換え、現代人としての身体表現

を後世に伝えていこうとしている。 

 

Noism0 
Noism のプロフェッショナル選抜カンパニー。「水と土の芸術祭 2015」を機に新たなプロジェクトカンパニーとして 2015 年に立ち上げ。一夜限りの公演

として『愛と精霊の家』を上演し、好評を博した。19 年 9 月、Noism の第 6 期活動更新決定により、正式に活動開始。舞踊に限らず、齢と経験を

積み重ねた芸術家だからこそ生み出せる表現を、新潟から世界に向けて発信していく。 
 

金森穣（芸術監督）／ 井関佐和子（副芸術監督）／ 山田勇気（Noism1 リハーサル監督） 

Jo Kanamori（Artistic Director）／ Sawako Iseki（Vice-Artistic Director）／ Yuki Yamada（Noism1 Rehearsal Director） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noism1 
Noism のプロフェッショナルカンパニー。りゅーとぴあで創った作品を国内外で上演し、新潟から世界に向けてグローバルに活動。モスクワ・チェーホフ国際

演劇祭との共同制作やサイトウ・キネン・フェスティバル松本制作のオペラ＆バレエへの出演など、多岐に渡って活動している。独自のメソッドで鍛えられた

舞踊家たちの圧倒的な身体と、鋭い問題意識に裏打ちされた作品は高い評価を得ており、新潟から世界を見据えたカンパニー活動は、21 世紀日本

における地方都市発の新たな劇場文化構想として注目を集めている。 
 

ジョフォア・ポプラヴスキー ／ 井本星那 ／ 三好綾音 ／ 中尾洸太 ／ マルク・オリヴェラス・カサス ／ 庄島さくら ／  

庄島すみれ ／ 坪田光 ／ 中村友美 ／ 樋浦瞳 

Geoffroy Poplawski ／ Sena Imoto ／ Rio Miyoshi ／ Kota Nakao ／ Marc Oliveras Casas ／ Sakura Shojima ／  

Sumire Shojima ／ Hikaru Tsubota ／ Tomomi Nakamura ／ Akira Hiura 
 

*準メンバー Associate Members 

杉野可林 ／ カナール・ミラン・ハジメ ／ 横山ひかり     Karin Sugino ／ Milan Hajime Khanal ／ Hikari Yokoyama 

 

 

 

  

Noism0『FratresⅡ』（2019） Noism0『残影の庭～Traces Garden』（2021） Noism0『夏の名残のバラ』（2021） 

Noism1『クロノスカイロス 1』（2019） Noism1『Das Zimmer』（2021） Noism0＋Noism1＋Noism2『春の祭典』（2021） 

Photo: Kishin Shinoyama 
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PRESS RELEASE 
 

 

Noism0／Noism1  境界 
『Endless Opening』演出振付：山田うん ／ 衣裳：飯嶋久美子 ／ 出演：Noism1 
『Near Far Here』演出振付：金森穣 ／ 衣裳：堂本教子 ／ 出演：Noism0 
 

 

新潟公演 Niigata                                           

日時：2021 年 12 月 17 日（金）19:00、18 日（土）17:00、19 日（日）15:00 ＊全 3 回 

会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈劇場〉 新潟市中央区一番堀通町 3-2 

入場料：全席指定 5,000 円、U25 3,000 円、高校生以下 1,000 円（税込） 

※この公演は国および新潟県、新潟市のガイドラインに基づき、客席制限を行わずに開催いたします。 

 

 

東京公演 Tokyo                                                

日時：2021 年 12 月 24 日（金）19:00、25 日（土）17:00、26 日（日）15:00 ＊全 3 回 

会場：東京芸術劇場〈プレイハウス〉 東京都豊島区西池袋 1-8-1 

入場料：全席指定 6,000 円、U25 3,000 円、高校生以下 1,000 円（税込） 

 

 

チケット発売日：りゅーとぴあ会員・芸劇先行 10 月 15 日（金） ／ 一般発売 10 月 23 日（土） 
 
 
 
取扱：りゅーとぴあ（オンライン・電話・窓口）   

_‣オンライン・チケット https://piagettii.e-get.jp/ryutopia/pt/ [発売初日 11:00～] 
_‣電話 025-224-5521（11:00～19:00／休館日除く） [発売初日 11:00～] 

_‣窓口（りゅーとぴあ 2 階） [発売初日（会員先行・一般発売ともに）取扱いなし] 

                _残席がある場合には翌営業日 11:00 より取扱い開始 

東京芸術劇場ボックスオフィス  *東京公演のみ 
‣電話 0570-010-296（10:00-19:00、休館日除く）   

‣オンライン https://www.geigeki.jp/t      

チケットぴあ  *東京公演のみ 

‣電話 0570-02-9999（24 時間・音声自動応答 P コード：508-484）   

 
 

 

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 

共催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場（東京公演） 

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会 

製作：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 
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高知公演 Kochi    ＊同時上演『夏の名残のバラ』（井関佐和子 芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念）                                        

日時：2022 年 1 月 10 日（月・祝）16:00 ＊全 1 回 

会場：高知市文化プラザかるぽーと〈大ホール〉 高知県高知市九反田 2-1 

チケット発売日：2021 年 10 月 30 日（土）  

入場料：前売り 一般 3,000 円、高校生以下 1,500 円（当日券は+500 円）  ＊全席自由、未就学児入場不可 

※本公演はデイスタンス席(50%)で販売します。 

 
 

 

主催：公益財団法人高知市文化振興事業団・高知県立美術館・公益社団法人全国公立文化施設協会 

助成：文化庁（大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点にご留意ください。 

 

・平熱より 0.5 度以上高い発熱や咳、咽頭痛等の症状のある方は来館・入場しないでください。その場合、チケットは払戻しいた

しますのでお申し出ください。（ただし、お申し出は公演当日の開演時間まで受け付けます。） 

・マスクの着用、手洗い、手指消毒の徹底と、社会的距離の確保をお願いします。 

・次の行動はしないでください： 

お客様同士の大声での会話、出演者への声掛け（掛け声、ブラボー等）、出演者への贈り物（お花、お手紙、プレゼント等）、出入り待ち、 

楽屋訪問 

・当面の間、ビュッフェ、クローク、サイン会、アフタートークは行いません。ブランケット等の物品貸出も休止しています。 

・来場時、アンケート用紙に住所、氏名、緊急連絡先等の個人情報をご記入ください。万一、来場者から感染が確認された場合は、

情報を保健所等公的機関に提供いたしますのでご了承ください。 

・社会情勢の変化により、公演内容を変更または中止する場合があります。最新の情報はりゅーとぴあホームページ

（https://www.ryutopia.or.jp）、または Noism オフィシャルウェブサイト（www.noism.jp）にてご確認ください。 

 

ご理解とご協力をお願いいたします。                              新潟市民芸術文化会館 

 

 

 

 

公演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 事業企画部 舞踊企画課   

Noism 広報担当：小野 Noism 制作担当：上杉 

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-2 

Tel: 025-224-7000（平日 10:00～18:00／休館日除く）  Fax: 025-224-5626  Mail: info-noism@ryutopia.or.jp 

Noism official web site: www.noism.jp      Noism Company Niigata     NoismPR   noism_official 

 


