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劇場という枠を超え、
建物全体の空間演出を行う観客体験型パフォーマンスの創作を、
日韓英3カ国国際共同制作で行います！
英国の劇団ドリームシンクスピーク（dreamthinkspeak）、金沢21世紀美術館、高知県立美術館、アジア・アーツ・シアター（韓国・光州
市）が日韓英3カ国国際共同制作を行ないます。2013年秋に発表する新作の創作を始めるにあたり、3月に本プロジェクトの説明会、
4月には出演者オーディションを実施します。
ついては 説明会開催 及び 出演者オーディション について貴媒体を通して広く周知、
取材いただけるよう、
よろしくお願いいたします。

タイトル
日時

日韓英国際共同制作

ドリームシンクスピーク“1980/2013”

◎説明会
高知：3月20日(水)、東京：3月21日(木)、金沢：3月23日(土)
◎出演者オーディション
金沢：4月20日(土) 21日(日)、高知：4月27日(土) 28日
◎本公演
光州：9月3日（火）→15日（日）、高知：11月2日（土）→9日（土）、金沢：11月29日（金）→12月8日（日）

作・演出

ドリームシンクスピーク
（アジア・アーツ・シアター、高知県立美術館、金沢21世紀美術館

企画制作

委嘱作品）

アジア・アーツ・シアター、高知県立美術館、金沢21世紀美術館、アジアナウ、ドリームシンクスピーク

主催

金沢21世紀美術館 [(公財)金沢芸術創造財団]、高知県立美術館、アジア・アーツ・シアター

協力

ブリティッシュ・カウンシル

お問い合わせ

本資料に関する
お問い合わせ

金沢21世紀美術館

交流課

TEL 076-220-2811

広報担当／中山（広報室） 事業担当／近藤、黒田（交流課）
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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概要

英国の劇団ドリームシンクスピーク（dreamthinkspeak）はパフォーマンス、映像、最新テクノロジーを
使って建物や空間全体を演出し、観客を作品世界へと誘う体験型パフォーマンスを創作する代表例として
国際的に称賛されています。
本プロジェクトは、ドリームシンクスピークのアート・ディレクター、トリスタン・シャープスを迎え、各地
から集まったアーティストたちが光州（韓国）、高知、金沢に滞在し、新作を創作する国際共同制作プロジェ
クトです。３カ所の地方都市の地域性を活かしながらワークショップやリハーサルを重ね、９月の光州プ
レミア公演を皮切りに、11月から12月にかけて高知・金沢で上演します。
2011年からスタートしたこのプロジェクトは、アジアから世界へ発信する新しい舞台芸術のモデルとな
る試みでもあります。
《これまでの経緯》
本プロジェクト総合プロデューサーである韓国のチェ・ソッキュウが、新しいアジアの舞台芸術のあり方を模索する中で、
英国のアーティスト、トリスタン・シャープスを見いだして新作の共同制作の合意に至り、日本を含む各国に参加を呼び掛
け今回のプロジェクトがスタートしました。国内外を問わず舞台関係者とのネットワークを推進してきた当館もこれに賛
同。地域での滞在製作を基本にした観客参加型・体験型の作品を創造するカンパニー「ドリームシンクスピーク」と、地域の
舞台芸術と観客の育成を目指す「アジア・ナウ」、そして国内で連携を深めてきた高知県立美術館と金沢21世紀美術館が、
共同制作を行うことを同意。
《製作スケジュール》
◎光州

4月11日(木) 出演者オーディション
→

◎高知
dreamthinkspeak
“Don’t Look Back”より

3月20日(水) 説明会
→

◎金沢

5月中旬 滞在製作

→

→

→

9月3日(火)〜15日(日) 公演(13日間)

4月27日(土)、28日(日) 出演者オーディション

10月22日(火)〜31日(木) リハーサル(10日間)

3月23日(土) 説明会
→

→

8月1日(木)〜9月2日(月) リハーサル(33日間)

→

4月20日(土)、21日(日) 出演者オーディション

11月18日(月)〜27日(水) リハーサル(10日間)

→

→

6月上旬 滞在製作

11月2日(土)〜9日(土) 公演(8日間)
→

6月下旬 滞在製作

11月29日(金)〜12月8日(日) 公演(10日間)

※ポッドキャスティングより概要をお聞き頂けます。 http://marubiontheradio.com/
MARUBI RADIO Report No.17

トリスタン・シャープス
メッセージ

テーマ：日韓英国際共同制作ドリームシンクスピーク"1980/2013"

ドリームシンクスピークは、劇場以外の場所を使って作品を創作するライブパフォーマンス集団です。
私たちの作品は、ライブパフォーマンスに映像や空間的な演出を融合させ、会場となる建築物固有の特徴
を活かして変化させます。観客は、周りの様子が絶えず変化し続ける万華鏡のような世界を体感し、その空
間で何の説明も受けることなく自分自身で行き先を見つけていきます。
観劇のスタイルは、少人数のグループ、あるいは、1人です。具体的には映像や音声認識機能などを含む最先
端技術を使用することで、観客と出演者、双方向のコミュニケーションが可能になります。そして、ナビ
ゲーション技術を使うことにより、観客自身が会場内を巡りながらパフォーマンスを鑑賞できます。
今回手掛ける新作は、韓国人と日本人アーティストが共演。1980年5月に韓国・光州市で起こった民主化運
動に着想を得た作品となります。現代社会とも相通ずる革命と民主主義を主題にした普遍的な物語です。こ
こ数年では特に、
「アラブの春」
（2010〜2012/民主化運動）
が記憶に新しいと思います。
光州でのプレミア公演後、高知、金沢に於いて公演を行うために、私たちは、幅広いスキルを備えた出演者を
募集します。即興力、そして幅広い身体能力を備え、コンテンポラリーダンスや伝統舞踊などの経験のある
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方を求めています。また、歌唱力を含めた、音楽スキルのある出演者も探しています。映像も本プロジェクト
の重要な要素であり、リハーサル時には本番で使用する映像の撮影も会場周辺で行ないます。
オーディションはワークショップ形式で行われ、身体と言葉による即興表現を課題とし、母国語での即興
も取り入れます。
本作品は、日本と韓国の最先端技術を使用した高度な実験的作品であると同時に、技術に頼る以前の、伝統
や儀式を重んじた世界も顧みています。
トリスタン・シャープス
2013年3月
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説明会

本プロジェクト概要、作品内容、韓国・日本での滞在製作及びリハーサルスケジュール、４月に実施するオー
ディションについてご説明します。オーディションに応募されたい方に限らず、舞台製作に興味のある方、
グループ活動を主宰されている方など制作に興味のある方もご参加ください。ゲストスピーカーとして
チェ・ソッキュウ（本プロジェクト総合プロデューサー／アジア・ナウ・プロダクションAsia Now（韓国））を
お迎えします。
＜対象＞
—演劇、ダンス、伝統芸能、アクロバット、音楽、その他あらゆる身体表現の経験があり、
オーディションに興味のある方。
—舞台製作（舞台美術、照明、音響、ニューメディアなど）に興味のある方。
—劇団、ダンスカンパニー、伝統芸能などのグループ活動を主宰されている方。
◎金沢説明会

日時：2013年3月23日(土) 14:00〜16:00(受付13:30〜)
会場：金沢21世紀美術館シアター21
予約・問合せ：金沢21世紀美術館交流課（076-220-2811）

◎高知説明会

日時：2013年3月20日(水) 14:00〜16:00(受付13:30〜)
会場：高知県立美術館・講義室
予約・問合せ：高知県立美術館（088-866-8000）

◎東京説明会

日時・会場：2013年3月21日(木)
１回目

14:00〜16:00（受付13:30〜） ブリティッシュ・カウンシル（東京）
・会議室１

２回目

18:30〜20:30（受付18:00〜） ブリティッシュ・カウンシル（東京）
・２Fラウンジ

予約・問合せ：金沢21世紀美術館交流課（076-220-2811）

出演者
オーディション

＜募集内容＞
コアメンバー：全公演
（光州、
高知、
金沢）
に出演する5名
ローカルメンバー：高知または金沢公演のみに出演する10名程度
◎金沢会場

日程：2013年4月20日（土）、21日（日）のいずれか
会場：金沢21世紀美術館

◎高知会場

シアター21

日程：2013年4月27日（土）、28日（日）のいずれか
会場：高知県立県民文化ホール

練習室

・各3時間ほどのグループオーディションとなります。
・書類選考後、合格者のみ郵送で参加日時など詳細をお知らせします。
※オーディション会場までの交通費等は、自己負担となります。
（参加無料）

＜応募条件＞
対象年齢：18歳以上（高校在学生は除く）〜40歳代
※未成年は保護者承諾必要
※謝金等は出演者条件により異なります。
《応募方法》
応募用紙（ちらし裏面）と写真２枚（バストアップ写真、全身写真（L判8.9cm x 12.7cm）、裏面に氏名記載）を郵送または直
接お持ちください。
※書類選考後、合格者のみ郵送で参加日時など詳細をお知らせします。応募書類は返却いたしません。
※応募用紙は各館ウェブサイトよりダウンロードできます。
◎金沢

郵送先・問合せ

金沢21世紀美術館 交流課「"1980/2013" 出演者募集係」
〒920-8509 石川県金沢市広坂1丁目2番1号

TEL 076-220-2811

※美術館に直接持参の方は、3月31日（日）までに交流課宛てにお持ちください。
（受付時間10〜18時）
◎高知

郵送先・問合せ

高知県立美術館「"1980/2013" 出演者募集係」
〒781-8123 高知市高須353-2

TEL 088-866-8000

※美術館に直接持参の方は、3月31日（日）までにエントランスにお持ちください。
（受付時間9〜17時）
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プロフィール

ドリームシンクスピーク dreamthinkspeak
芸術監督トリスタン・シャープスによって1999年に創立。
従来の劇場とは異なる場を使い、映像やインスタレーションなど多様な表現方法を駆使しながらサイ
ト・リスポンシブ（site-responsive：場の特性を活かした）で実験的なライブパフォーマンスを創作し
ている。作品は野心的な芸術性と重層的な視覚構造を特徴とし、その奇想天外な物語りの世界は国を問
わず観客を魅了しています。

トリスタン・シャープス

Tristan SHARPS

アート・ディレクター
ドリームシンクスピーク主宰

dreamthinkspeak （英国）

多様なアートの形式を通してライブパフォーマンスを創作するため、1999年ブライトン（英国）にドリー
ムシンクスピークを創立。2000年カンパニー初の作品「フー・ゴーズ・ゼア?」を発表し、翌年ブライトン・
フェスティバルで「ドント・ルック・バック」を発表。その後、国内外で上演を行う。また、ドストエフスキー
の「罪と罰」に着想を得た「アンダーグラウンド」はBITE:05ヤング・ジーニアス・シーズンのプログラムとし
て、ブライトン・フェスティバルとバービカンセンターの委嘱作品として製作された。同カンパニーの作品
は国際的に称賛され、英国のサイト・スペシフィック・パフォーマンス*の代表例として注目を浴びている。
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*サイト・スペシフィック・パフォーマンス(site specific performance)とは、劇場ではない空きビルや公共スペース等で
創作、上演されている作品や公演のこと

チェ・ソッキュウ

CHOI Seok Kyu

本プロジェクト総合プロデューサー
アジア・ナウ・プロダクションAsia Now（韓国）
国際プログラムとアーティスト育成に焦点を置いたフェスティバル・マネージャーとしてキャリアをス
タートし、2005年アジア・ナウを創立。アジアの現代舞台芸術、ダンス、多ジャンルアートのプロデュース
や制作を行う。国際共同制作にも尽力し、成功へと導いている。主な活動としては、チュンチョン国際マイ
ムフェスティバル（CIMF）やマイム・パフォーミング・アーツ・フェスティバルの他、フィジカルシアター、ス
トリートシアター、コンテンポラリーサーカス、サイト・スペシフィック・シアターなどがある。2007年以
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降、アジアでクリエイティブ・プロデューサー・ネットワークを展開し、2009年、PAMS（ソウル舞台芸術見
本市）と共同でクリエイティブ・プロデューサー・ネットワーク・フォーラムを開催するなど、韓国のアート
マネージメントと演劇推進のためのコンサルタントとしても活躍している。

広報用画像について

画像1〜3を広報用にご提供致します。
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。 Email: press@kanazawa21.jp
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像のキャプション、クレジットを必ずご表示ください。
※トリミングはご遠慮ください。キャプション等の文字が画像にかぶらないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正用原稿を広報室へお送りください。
※アーカイブの為、後日掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

＜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：近藤、黒田（交流課）
〒920-8509

金沢市広坂1-2-1

http://www.kanazawa21.jp

TEL 076-220-2814

FAX 076-220-2802

E-mail: press@kanazawa21.jp

※ 貴媒体にて告知、ならびに説明会のご取材をお願いいたします。
出演者オーディションの取材は応相談。
※ プログラムを紹介いただく際には、お手数ですが事前にご連絡ください。
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