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日韓 英 国 際 共 同 制 作

アジアン・カルチャー・コンプレックス 、 高 知 県 立美 術 館 、 金 沢 2 1世 紀 美 術 館 委 嘱 作 品

ONE DAY, MAYBE

いつか、
き っと

9月3日より光州で世界初演。そしていよいよ10月から日本でのリハーサルスタート！
タイトル
公演日時

日韓英国際共同制作

ONE DAY, MAYBE いつか、きっと

光州（韓国） 2013年9月3日（火）〜 9月15日（日）全13回公演
高知

2013年11月2日（土）〜11月9日（土）全10回公演

金沢

2013年11月28日（木）〜12月8日（日）全13回公演

※11月4日（月）休演
※12月3日（火）休演

作・演出

ドリームシンクスピーク（アジアン・カルチャー・コンプレックス、高知県立美術館、金沢21世紀美術館

委嘱作品）

企画制作

Institute of Asian Cultural Development、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

高知県立美術館、金沢21世紀美術館[(公財)金沢芸術創造財団]、アジアン・カルチャー・コンプレックス

クレジット

[高知] 支援：文化庁平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業
助成：財団法人地域創造、公益財団法人日韓文化交流基金
後援：高知県教育委員会、高知市教育委員会、高知新聞社、RKC高知放送、NHK高知放送局、KUTVテレビ高知、
KSSさんさんテレビ、KCB高知ケーブルテレビ、エフエム高知、高知シティFM放送
平成25年度第63回高知県芸術祭共催行事
[金沢] 助成：文化庁平成25年度文化芸術の海外発信拠点形成事業、本公演は宝くじの助成を受けて実施しています
後援：北國新聞社、エフエム石川、北陸放送
特別協力：フローリッシュタテマチ、酒前線 きたなか、竪町商店街振興組合
[韓国] 助成：韓国文化体育観光部
[高知・金沢・韓国] 助成：国際交流基金ソウル日本文化センター、ブリティッシュ・カウンシル

*このプロジェクトは、高知県立美術館は開館20周年の記念事業として、金沢21世紀美術館は開館10周年のプレイベントとして、2013年に開催するものです。

発信元： 高知県立美術館、金沢21世紀美術館
本資料に関するお問い合わせ： 金沢21世紀美術館
〒920-8509

広報担当／中山（広報室）

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
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作品について

異空間へ誘う観客体験型アートパフォーマンス！
足を踏み入れた瞬間から時空を超えたストーリーが始まる――
『ONE DAY, MAYBE いつか、きっと』は、英国のカンパニー「ドリームシンクスピーク」の芸術監督トリスタン・シャープスの原案・演出によ
る、場の特性を活かしたサイト・リスポンシブ・パフォーマンスです。
視覚的要素の豊かなこの回遊型作品は、1980年代に光州で起こった民主化運動に着想を得ていますが、この運命的事件を単に物語るので
はなく、普遍的で同時代的な視点からこの事件に光を当て、今日の私たちの生活につながっている出来事として示す試みです。作品の中で観
客とパフォーマーがたどる行程は、さまざまな時間の枠組み、さまざまな媒体 — 映像、模型、インスタレーション、プロダクト・デザイン、建
築、風景、ライブ・パフォーマンス — の間で複層化していきます。
作・演出： ドリームシンクスピーク（アジアン・カルチャー・コンプレックス、高知県立美術館、金沢21世紀美術館

委嘱作品）

企画制作： Institute of Asian Cultural Development、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

2

1

onedaymaybe-jp.com

公演情報 ーチケット発売中！ー
＜高知公演＞ 11月2日（土）〜11月9日（土） 全10回公演
2

3

4

日時

土

日

19:00

○

◎

22:00

○

○

5

月

6

7

8

[会場・集合場所] 高知県立美術館 創作室出入口
（ 受付開始：開演の30分前）

9

休 演

火

水

木

金

土

○

○

◎

○

○

[料金
（税込）
]

一般 / 前売 ¥4000 当日 ¥4500 学生 / 前売 ¥3000 当日 ¥3500

[チケット取扱]

高知県立美術館ミュージアムショップ TEL 088-866-8118
高新プレイガイド TEL 088-825-4335
ローソンチケット
（Lコード：67331） TEL 0570-000-777
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手

○

帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者（1名）は3割引。身障者手

◎＝アフタートーク（ゲスト：トリスタン・シャープス）
※各回定員40名

帳等割引前売券は、ローソン以外で取扱っています。

※学生チケットは19時公演のみ販売

※10/21-11/1は全館休館に伴い、事務室にてお求めください。
※学生の方は当日学生証提示

[お問合せ]

＜金沢公演＞ 11月28日（木）〜12月8日（日）全13回公演
日時

28
木

29
金

土

1

2

月

●

20:00

○

◎

○

3

火

休 演

日

◎

16:30
19:30

30

4

5

6

水

木

金

○

○

○

○

7

8

土

日

○

○

高知県立美術館 企画事業課 TEL 088-866-8000

[会場]

金沢21世紀美術館 シアター21、
タテマチストリート

[集合場所]

金沢21世紀美術館 シアター21（集合：開演の30分前）

[料金
（税込）
]

一般 / 前売 ¥4000 当日 ¥4500 学生 / 前売 ¥3000 当日 ¥3500

[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
ローソンチケット
（Lコード：58502）TEL 0570-000-777
※友の会会員特典

○

○

※●＝プレビュー公演（￥2000 若干枚数）のみ要電話申込
TEL 076-220-2811

◎＝アフタートーク（ゲスト：トリスタン・シャープス）
※各回定員40名

＜光州公演＞ 9月3日（火）〜9月15日（日） 全13回公演

美術館での購入に限り１割引（会員証提示）

※入場時、友の会会員証、学生証の提示をお願いします。

[お問合せ]

[会場]

金沢21世紀美術館 交流課 TEL 076-220-2811

（旧）
光州女子高等学校

[チケット購入]

INTERPARK / Ticket http://ticket.interpark.com

[お問合せ]

AsiaNow / Email: onedaymaybe@naver.com

Tel +82 15441555
Tel +82 (0)2 765 6582
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トリスタン・シャープス

ディレクターズノート

「ONE DAY, MAYBE いつか、きっと」は新作の依頼で光州を訪れたことから始まった。題材は自由に選ぶことができたが、2011
年初回の訪問時、私が選ぶまでもなく主題は自らその姿を現した。
1980年５月の出来事は韓国の歴史の中で重要な位置を占めている ー民主化を求めてデモに参加した光州市民が、
政府の名の下で空
挺部隊に惨殺された事件だ。
2011年、
アラブの春の暴動を目の当たりにし、
私は、
光州事件もまた現在の出来事なのだと実感した。
新作を作る上で、他の主題はあり得ないと直感した。
また一方で、1980年5月の出来事について専門家ぶるつもりは全くない。私が興味を引かれるのは、そうした悲劇的な出来事の
レンズを通して、私たちが今住む、この世界を探索することだ。
もしも、
光州事件で命を落とした若者たちが今を生きる若者として甦り、
私たちの目の前の世界を見ることが出来るとしたら？私たち
の住むこの世界を、
どう思うだろうか？自由と民主主義が急速に広まった世界を彼らは目の当たりすることだろう。
いや、
それとも？

スタッフ・キャスト
◎日本

芸術監督：トリスタン・シャープス
作曲：チャン・ヨンギュ

演出助手：石本華江

ドラマトゥルグ：キム・アリサ

技術監督：關秀哉

映像編集：ケビン・クラーク

技術監督補：山田晋平
大道具スペシャリスト：足利成

＜キャスト＞ ※50音順

大道具/高知・金沢：若吉浩司

◎コアメンバー（光州/高知/金沢）10名

舞台監督/高知：村上裕二

石本華江 伊藤満彦 キム・ダヨン キム・ミヨン クォン・ヨンホ 鈴木竜

舞台監督/金沢：風李一成

チョ・アラ 浜田あゆみ 益田喜晴 リュ・ソンチョル

衣装アシスタント：川口知美

◎ローカルメンバー（高知/金沢）10名
井上貴子

金﨑洋一

南千尋

fanaco

北川結

山田洋平

北澤輝樹

木下出

濵川明秀

エグゼクティブ・ディレクター：クリストファー・スタッフォード

◎ローカルメンバー（光州）15名
カン・ウォンジュ

ザ・カーン

キム・ジョンビル

ミキョン

サン・ヒョク

シン・キウォン

ユイ・ジャンビ

イ・ジア

＜ドリームシンクスピーク＞
芸術監督：トリスタン・シャープス

山本映子
キム・ウォンジュ
モン・サンベ

キム・ジョンジュ

プロデューサー：ルーシー・ゴフリー

ぺ・ヨンビョン

ヨン・セファン

イ・ソンヨン

ジョン・スヨン

＜アジア·ナウ＞
チーフ・エグゼクティブ・プロデューサー：チェ・ソッキュウ
プロデューサー：パク・ジサン

＜クリエイティブ・チーム＞

プロダクション・コーディネーター：キム・サンミ

◎イギリス

ライン・プロデューサー：キム・ユンオク

プロダクション・マネージャー：マシュー・オート
技術総監督：ダギー・ウィルソン

＜アジアン・カルチャー・コンプレックス＞

大道具総監督：ラッセル・カー

Assistant Minister：キム・ジョンユ

大道具総監督補：ダリオ・フスコ

企画部長：シン・ユヒャン

グラフィック・デザイナー：サラ・ポポワ

企画部：ペ・キョンミン、ビョ・ユジョン

◎韓国

Institute of Asian Cultural Development：オ・セヒョン

演出助手：パク・ヨンヒ
技術監督：チェ・ジョンウォン

＜高知県立美術館＞

舞台監督：キム・ハクス

エグゼクティブ・プロデューサー：藤田直義

音響技術：オ・ヨンフン

プロデューサー：山浦日紗子

衣装デザイン：イ・ジャヒ

プロダクション・コーディネーター：板原るみ

衣装アシスタント：チャ・セリュン
美術助手：キム・ヘス

＜金沢21世紀美術館＞

美術アシスタント：イ・ボナ

エグゼクティブ・プロデューサー：近藤恭代

セットドレッサー：チョン・ボミ、チェ・ヨンセ

プロデューサー：黒田裕子

A/V技術：グ・ミンチョル

プロダクション・コーディネーター：経田泰夫

大道具助手: ウ・ジュンサン

広報：中山なち

技術スタッフ：キム・ヒュンサン、グ・ミンチョル、ムン・テミン、ペ・セグァン

3

PRESS RELEASE

The Museum of Art, Kochi / 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

プロジェクト経緯
2011年、日韓英3カ国国際共同制作へ
地域舞台芸術と観客の育成を目指す本プロジェクト総合プロデューサーであるチェ・ソッキュウがアジアから発信する新しい舞台創作を提
案。国内共同制作で連携を深めてきた、高知県立美術館と、金沢21世紀美術館が合意。連携し、場の特性を活かしたサイト・リスポンシブ・パ
フォーマンスで英国を代表するアーティスト、トリスタン・シャープスを迎え共同制作がスタート。企画発案から3年、アジア初上陸となるト
リスタン・シャープス率いるドリームシンクスピークの作品の舞台は、廃校となった光州女子高等学校、夜の高知県立美術館、金沢21世紀美
術館とタテマチストリート。オーディションで選出された日韓出演者と3カ国スタッフが各地に滞在し、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てきた異色のコラボレーションが光州、高知、金沢の3都市でいよいよスタートします。
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。

共同制作のながれ
2011年 6月〜 光州、高知、金沢での現地視察、国際会議、ワークショップの開催
9月
2012年 6月

第2回現地視察、内容説明会の実施
ロンドンでの製作・プロデューサー会議

7月

第3回現地視察、会場候補地の調査、現地アーティストとの面談、

8月

プロデューサー・担当者会議（制作運営・予算会議）

9月

光州にてシャープスが韓国俳優と3日間のワークショップで本作のモチーフとなるパフォーマンスをデモンストレーション公開

東京にて表現媒体の可能性を探る最新テクノロジーの研究所を調査

3カ国制作者会議を実施
2013年 3月

ソウル・光州オーディション（応募者約200名）

4月

高知・金沢オーディション（応募者約60名）

5月

光州での滞在製作開始

6月

東京制作会議、
第2次オーディションの実施、
正式公演タイトルを
「1980/2013」
より
「ONE DAY, MAYBE いつか、
きっと」
に変更

8月〜 韓国・光州にてクリエイション＆リハーサル
8月1日

光州プレス発表

9月3日〜9月15日

光州公演（全13回）世界初演

9月12日

東京プレス発表

10月21日〜31日

高知にてクリエイション＆リハーサル

11月2日〜9日

高知公演（全10回）

11月18日〜27日

金沢にてクリエイション＆リハーサル

11月28日〜12月8日 金沢公演（全13回）

プロジェクトの目的
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創作、新たな観客層の育成、地域との協同を目的として、3カ国（日・韓・英）
国際共同制作に取り組んできました。

1. 新しい舞台芸術の創作
このプロジェクトは、サイト・リスポンシブ・パフォーマンス（場の特性を活かした観客参加型・体験型作品）を得意とするイギリス人のトリ
スタン・シャープスに白羽の矢をあて、公演会場も通常の劇場ではない空間を使用。現地調査、アーティストとのワークショップから始まっ
た新しい舞台芸術作品を一から作り上げる、これまでにない新しい取り組みです。

2. 新しい観客層の育成
このプロジェクトは、新しい観客のあり方を発見するための試みでもあります。この作品では、観客は、従来のように劇場の席に座って受動
的にパフォーマンスを見るのではなく、会場内を自らの足で歩いて各場面を体験し、イベントの一部を形成する新しい形の「観客」へと変容
していきます。

3. 国際間そして地域ネットワークで作る共同作品の発信
このプロジェクトは、光州、高知、金沢というアジアの地方都市の劇場・美術館のネットワークによる共同制作です。海外のアーティストが地
域在住のアーティストと共同するワークショップや滞在製作を通じて、アートの新しい可能性を見出し、地域はもちろん新しいアジア舞台
芸術のモデルとなるような新たな試みとして、芸術性の高いオリジナリティあふれる文化活動を発信します。
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プロフィール

トリスタン・シャープス（芸術監督） Tristan SHARPS- Artistic Director
トリスタン・シャープスはジャック・ルコック国際演劇学校(パリ)に学び、以来30年に渡り創作活動を続け
ている。1995年より大規模なサイト・スペシフィック・作品を発表。1999年にドリームシンクスピークを
創立し、これまでに30以上の会場で作品を創作・共同制作する。小規模なアーツセンターから、ロンドンの
サマーセットハウスやエディンバラのGeneral Register House（スコットランド総合登記所）といったラ
ンドマーク的公共施設まで、様々な会場で上演を行う。
2003年オルフェウスとエウリディケの伝説に着想を得た「ドント・ルック・バック」を発表。この作品は空
き家となっていたジョージアン調領主邸やアール・デコ様式の元映画館、ロンドンのサマーセットハウス
などの様々な会場に合わせリクリエーションされた。ブライトン・フェスティバルの委嘱作品で、ドリーム
シンクスピークの代表作ともなった当作品は、国内外ともに高い評価を得、これまでにスコットランド、ス
ロヴェニア、ロシア、マレーシア、ルーマニア、オーストラリア各国で上演された。

ドリームシンクスピーク
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dreamthinkspeak

芸術監督、トリスタン・シャープスが1999年に創立。サイト・リスポンシブ・パフォーマンスを創作する団体として世
界的に注目されている。作品はライブ・パフォーマンスと映像、インスタレーションを融合し、野心的な芸術性と重層
的な視覚体験を特徴とする。他に類を見ない旅へと導くその作品は、世界各国の観客を魅了。これまでにロンドンの
クラークンウェルにある地下食肉処理場、モスクワの元製紙工場、オーストラリア・パースの旧大蔵省といった物理
的・建築的に多様な空間で作品を上演。主な作品に「フー・ゴーズ・ゼア？」(2001)、
「ドント・ルック・バック」(2003)、
「アンダーグラウンド」(2005)、
「アブセント」(2009)、
「ビフォア・アイ・スリープ」(2010)、
「ザ・レスト・イズ・サイ
レンス」(2012)、
「イン・ザ・ビギニング・ワズ・ジ・エンド」(2013)など。
2010年、ピーター・ブルックなにもない空間アンサンブル賞を受賞。
技術者/俳優/演出家/作家/音楽家の創作集団を編成し、その構造自体が革新的で意外性に富む建造物を会場に、冒険
的な創作活動で成果を挙げたことを評価される。
http://www.dreamthinkspeak.com/

dreamthinkspeak
“Don’t Look Back”より

チェ・ソッキュウ（本プロジェクト総合プロデューサー）
CHOI Seok Kyu‒

Chief Executive Producer

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
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。

アジア・ナウ
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AsiaNow

アジアの現代舞台芸術、
ダンス、
また多ジャンルアートの創造、
発信、
プロデュースを目的に2005年に創立。
アジアの
革新的フィジカルシアター、ダンス、多ジャンル・アートの創造、発信、プロデュースを目的とする。クリエイティブ・
ディベロップメント、
コンサルティング、
パフォーミングアート・マネジメント分野での活動も活発に行っている。
http://www.asianow.kr
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PRESS RELEASE

The Museum of Art, Kochi / 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

主催者

アジアン・カルチャー・コンプレックス / アジアン・アーツ・シアター
Asian Culture Complex (ACC) / Asian Arts Theatre
ACCはアジア文化中心都市としての光州の主要施設となる。2015年完成予定。
アジア現代パフォーミング・アーツ・センターとしてのアジアン・アーツ・シアターの指針 :
1. アジアブランドの創造・発信： アジアの伝統やマルチカルチャーな主題と向き合った現代舞台芸術及び高品質な現代
作品のプロデュースの推進。
2. 国際共同制作を推進するプロデュース型劇場の創設：共同制作の概念を拡張するために、
プロダクションの初期段階か
らアーティスト、
劇団、
会場間の対話を促進し、
舞台公演から国際交流プログラムに至るまで幅広いプログラムを推進。
3. 地元アーティストとの地域プログラムの強化： 観客へのアウトリーチプログラムを強化し、
地域在住アーティストと地域

アジアン・カルチャー・コンプレックス
（完成予想）

参加型プログラムを醸成。
http://www.cct.go.kr

高知県立美術館
The Museum of Art, Kochi
高知県立美術館は、優れた芸術鑑賞を通じて芸術に対する理解を深め、また、生活の中に潤いや安らぎを感じていただく
ため、平成5年11月3日に高知市に開館。マルク・シャガール、表現主義、ネオ表現主義、また高知県ゆかりのアーティスト
など、国内外の優れたアート作品を所蔵している。また併設された音響に定評のある美術館ホールは、399席を有し、能舞
台としても機能。ダンス、演劇、映画、コンサートに至る多彩なプログラムを年約10本提供。また近年はアーティスト・イ
ン・レジデンスにも力をいれるほか、2010年からは高知県に関連のある様々なアーティストや世界のユニークなパ
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フォーミング・アーティストなど、国内外の個性豊かなパフォーマンスを紹介する「高知パフォーミング・アーツ・フェス

高知県立美術館

ティバル」を開催。ホールで鑑賞する公演のほか、観客が体験するパフォーマンスや地域の人が出演する公演など、より身
近なパフォーミング・アーツをお楽しみいただけるプログラムを紹介している。
http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

金沢21世紀美術館
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの創出」を目的として2004年に設置。1）世界の「現在（いま）」とともに活き
る美術館

2）まちに活き、市民とつくる、参画交流型の美術館

どもたちとともに成長する美術館

3）地域の伝統を未来につなげ、世界に開く美術館

4）子

をコンセプトとする。21世紀という大きな歴史の転換点にあたり、新たなまちづくり

への対応が求められている。金沢21世紀美術館は、ミュージアムとまちとの共生により、新しい金沢の魅力と活力を創出
していく。
また幅広い世代の来館者の多様なニーズに応えるために、多目的な使用が可能なシアター21を設置し、演劇、コンサート、
パフォーマンス、講演会やシンポジウム、新しい映像表現や舞台芸術なども実施。現代アートの同時代性を映し出す場と
して、時にはアーティストが美術館全体を創造の場とすることも可能と考え、旧来の劇場概念を超えて芸術の新たな表現
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金沢21世紀美術館
撮影：中道淳／ナカサアンドパートナーズ

形態に対応できる21世紀型の「劇場」を目指している。
http://www.kanazawa21.jp/

広報用画像について
画像1〜6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、広報室中山まで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。

お問い合わせ
一般お問い合わせ

＜高知会場＞ 高知県立美術館 企画事業課
＜金沢会場＞ 金沢21世紀美術館 交流課

本資料に関するお問い合わせ

金沢21世紀美術館

広報室

TEL: 088-866-8000 FAX：088-866-8008
TEL: 076-220-2811 FAX：076-220-2806

担当:中山

920-8509 石川県金沢市広坂1丁目2番1号
TEL: 076-220-2814 FAX: 076-220-2802 E-mail: press@kanazawa21.jp
※ 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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