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最新作は 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 
描かれるオリジナルの物語舞踊。 
現代を生きる大人とこどものための新シリーズ “近代童話劇”開幕！ 
 
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、Noism の新境地を開いた「見世物小屋」シリーズ
３部作から３年。再び、舞踊のダイナミズムや息づかい、汗までもダイレクトに感じられる Noism の本領で
あるスタジオ公演が、「近代童話劇」という新シリーズとして開幕します。 
「芸術創造において賞賛を浴びるのは常に作品である」という芸術家の苦悩をテーマに、バレーズが台本を
書きバルトークが作曲をした『かかし王子』から 100 年。インターネットの普及等で表現の場が無制限に広
がり、誰もがゲイジツカになれる現代社会において「表現」とは何を意味するのか？Noism が独自の解釈で
描き出す物語の行方は？ 
 
公演にあわせて、Noism1 メンバーによる経験者向けワークショップも開催！ 
 
日本初・国内唯一の公共劇場専属舞踊団として、新潟市民芸術文化会館を拠点に、舞踊家たちの圧倒的な身
体表現で物語を描き出すNoism の作品は国内外で高い評価を得ています。ワークショプでは、そんなこれま
でのNoism レパートリー作品の一部を体験していただきます。身体性にとことん向き合い、生み出される優
れた表現力を体験することができる絶好のチャンスです。詳しくは 2ページをご覧ください。 
 

 
※この公演について、貴媒体にて広
く告知、ご取材頂けますようお願い
申し上げます。 
 
※取材ご希望の方は、事前にご連絡
下さい。 

本日、5/18よりチケット発売！ 

＜取材申込み／問い合わせ先＞ 
金沢21世紀美術館 
広報担当：中山（広報室） 事業担当：黒田（交流課） 
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1 
TEL 076-220-2814（広報室）FAX 076-220-2802 
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp 
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●公演概要 （詳細はちらし、HP もご参照ください。http://www.kanazawa21.jp） 
 
【公演名】 近代童話劇シリーズ vol.１ 箱入り娘 
【出演】   Noism1 
【日時】   2015年７月18日（土） 開演18:00  開場17:45 
           2015年７月19日（日） 開演17:00  開場16:45 

※ 両日とも終演後アフタートークあり 
※ 開演時間を過ぎますと、演出上の都合によりご入場を制限させていただきます 

【会場】  金沢21世紀美術館 シアター21 
 
【料金】  チケット発売開始 2015年5月18日（月） 
     （全席自由） 
           一般    4,000 円 
           学生    2,500 円 
           高校生以下 1,500 円 
【友の会会員特典】 
           ※ミュージアムショップ及び当日受付にてチケット料金１割引 (会員証・学生証提示) 
       友の会専用ウェブサイトにて予約受付。http://www.kanazawa21.jp/tomonokai 
           ※優先入場あり。開場時間までにお越しください。（入場時に会員証提示） 
【チケット取扱】 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10：00～18：30、金・土10：00～20：30） 
                 ローソンチケット（Lコード：59377） TEL 0570-084-005 
         石川県立音楽堂チケットボックス（076-232-8632） 
         （電話予約10:00～18：00、窓口販売9：00～19：00） 
【託児室】 3歳児以下の入場はご遠慮願います。託児サービスをご利用下さい。 
            ※有料・要申込（076-220-2815） 
【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 
【製作】   りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 
【後援】   北國新聞社、北陸放送、テレビ金沢、エフエム石川 

【お問合せ】 金沢21世紀美術館 TEL ： 076-220-2811（交流課） 
             URL ： http://www.kanazawa21.jp/ 
 
●Noism レパートリー ワークショップ概要 

中川賢（Noism1 メンバー）による経験者向けワークショップ開催。   
Noism レパートリー作品の一部分を体験していただきます。 
 
日時：7月 19 日（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（ジャンルは問いません） 
定員：25 名（先着順） 
参加費：1,000 円 
 

 
お申し込み方法：①お名前②年齢③電話番号④メールアドレス⑤舞踊経験年数⑥舞踊ジャンル 
以上を記入の上、金沢 21 世紀美術館交流課「Noism ワークショップ」係へメール 
event_k@kanazawa21.jp または Fax:076-220-2806 までお送りください。 
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●作品について 
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 
   井関佐和子（副芸術監督）、亀井彩加、角田レオナルド仁、簡麟懿、石原悠子、池ケ谷奏、 
   吉崎裕哉、梶田留以、佐藤琢哉、上田尚弘（準メンバー） 
 
 
●ディレクターズ・ノート 

	 

箱入り娘と無職のゲイジツカ。 
二人は仮想空間で出会い、現実空間で傷つけあい、宇宙空間ですれ違う。 

自らの意思とみえない意思に翻弄される人間の物語。 

Noism 芸術監督 
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、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 

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。 
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●Noism www.noism.jp 
 
   
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で唯一の公共劇場専属舞踊団。演出振付家・舞踊
家の金森穣がりゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任したことで 2004 年に設立。プロフェッショナルカンパ
ニーNoism1 と研修生カンパニーNoism2 の２つの集団からなる。Nosim1 は国内各地や海外８か国 11 都市で
の公演を行う。モスクワ・チェーホフ国際演劇祭との共同制作、サイトウ・キネン・フェスティバル松本の
オペラ＆バレエへの出演など、活動は多岐に渡り、21 世紀日本の新たな劇場文化モデルとして各方面から注
目を集めている。 
 
 
 
●ツアー情報 
 
新潟公演 
日時：2015年6月6日（土）～8月1日（土）※全13回公演 
会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館<スタジオB> 
お問い合わせ：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル Tel: 025-224-5521（11時～19時/休館日を除く） 
主催：公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団 
 
 
神奈川公演 
日時：6月22日（月）～6月28日（日）※全6回公演 
会場：KAAT 神奈川芸術劇場<大スタジオ>  
お問い合わせ：チケットかながわ Tel: 0570-015-415（10時～18時） 
主催：KAAT 神奈川芸術劇場  
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●広報用画像 
画像１～６を広報用にご提供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。 
＜使用条件＞ 
※広報用画像の掲載には各々下記クレジットの明記が必要です。 
 1～2 Photo：篠山紀信  3～6 Photo：遠藤 龍 
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字がかぶったりしないよう、レイアウトにご配慮ください。 
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送り下さい。 
※アーカイヴの為、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVDなどをお送りください。 
以上、ご理解とご協力を頂けますようお願い申し上げます。 
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