
 「夫婦なのか、兄妹なのか、はたまた親子なのか、時には翁と媼にすら見える」一組の人

間をモティーフにした作品が、振付家としての経験の中で、はからずも、他と比較にならない

ほどの上演回数を重ねることになりました。この作品は初演から４年を経た今も、地域を越

え海を越えて上演を重ねています。シンプルなムーブメントからなるフレーズの反復と変奏。

木管楽器の生音と木製の美術。闇の孕まれた空間の深み。身体、音楽、美術、照明の

要素を、一枚の布のように織り上げた『それをすると』の上演は、常に舞踊家としての立ち位

置を確認する機会となっています。                   セレノグラフィカ 隅地茉歩  

（2008 年 12 月現在、海外 3 ケ国 4 都市 11 回、国内 5 都市 14 回公演。） 

 

(7) Monochrome Circus｢旅の道連れ｣ドキュメント 

2007 年 3 月初演、2008 年 2 月再演。共に滋賀会館(大津)。 

あるひとりの男が出会う 19 の風景（シーン）、19 のデュエット。 

男と出会っていくのは、ダンサー、ミュージシャン、俳優、OL、なぞの人物、生き物、 

カフェの女、etc…様々な人生を持った人々と毎回乾杯しながら繰り広げられる、 

オムニバス・デュエット 90 分強！(再演チラシから) 

 ドキュメント映像をお送りします。ゲストスピーカーの小寺麻子は、｢飛ぶ女｣。 

 

【今後の予定】 

◆ Monochrome Circus 掌編ダンス集 

 12 月 25～28 日 アトリエ劇研(京都・地下鉄松ヶ崎から徒歩) 

 1 月 10 日 15 時 別府市中央公民館 

 mc@monochromecircus.com 

◆ 音と動きの即興対話 Body Gear 1 月 9 日 19：30 Maiden Voyage(阪急六甲北西

すぐ) ザビエル守之助、サイトウマコト、角正之 078－805-0899(会場) 

◆ ○ダンスの時間 1 月 14 日 19：15 

 ・Josh Berman(コルネット)、加藤文子(ダンス)、Jason Roebke(コントラバス) 

 ・隅地茉歩(セレノグラフィカ・ダンス)、かつふじたまこ(音・構成)、檜垣智也（アクースマ 

  ティック） 

○ダンスの時間 1 月 31 日 14：00・18：00 

 ・阿比留修一(セレノグラフィカ) 

 ・関典子 

 ・サイトウマコト＋Momo diri Marble 他 

大阪・ロクソドンタブラック(地下鉄谷町線阿倍野駅すぐ) loxo@thekio.co.jp 

◆ セレノグラフィカ 百ねずみ｜九十九かみ｜百一み 

3 月 14・15 日 毎日新聞社京都支局 7 階ホール 

http://seleno.exblog.jp/  http://www.selenographica.net/ 

 TANZ DANCE 1 

映像で観るダンスの現在 
 
 

2008 年 12 月 20 日・21 日 
兵庫県立美術館ミュージアムホール 

 
 
 

【21 日(日)】 
 

■10：30 お話 ダンスと美術 2 (上念省三)  

●10：45 森美香代「ASITA」  

■11：30 講演：樋口ヒロユキ 

｢身体と美術～アートはからだをどう捉えてきた

か｣ 

●12：50 関典子「GIACOMETTI MANIA」  

お話：関典子 

●14：10 ザビエル守之助｢鷺草によせて｣、 

中島 GEN 元治「Shoes」 

●15：10 セレノグラフィカ「それをすると」  

お話：隅地茉歩、阿比留修一 

●16：30 Monochrome Circus「旅の道連れ」ド

キュメント  お話：小寺麻子 

 

(1914 年 画：長谷川潔 バレエ・リュス「シェエラザード」金の奴隷・ニジンスキー) 



【チラシに記載できなかったデータを中心に掲載いたします】 

(1) 森美香代「ASITA」 

カラダの中に…もうひとつの花がさく 記憶の水に身をゆだね  

Fall Dance に迷いこむ なつかしい母のララバイ  

大切な時のカケラ 深呼吸して  

あしたへの一歩踏みしめてみる  

あしたが来るということ 生きているということ…  

(公演チラシから) 

 

(2) 講演■樋口ヒロユキ 「身体と美術 アートはからだをどう捉えてきたか」 

1967 年、福岡県生まれ、美術評論家。著書に『死想の血統－ゴシック・ロリータの系譜

学』(冬弓社)。『ＴＨ』に長編論考「呪術対美術」連載中。『絵金 祭になった絵師』

(PARCO 出版)を、東學らとの共著で来年７月にリリース予定。 

 

(3) 関典子「GIACOMETTI MANIA」 

http://www2.kobe-u.ac.jp/~sekinori/ 

｢今日は前より、あなたの顔の構造がよく見えます。ええ、本当な

んですよ。内部の建築をとらえなければ、事物は描けません。｣彼

は、｢構造｣という言葉の代わりに、｢建築｣という言葉を用いた…  

(アルベルト・ジャコメッティと矢内原伊作との対話、 

1957 年 11 月。｢身体と表現 1920-1980｣展カタログから) 

左図版＝ジャコメッティ｢ヴェネツィアの女 V｣1956 年 

 

(4) ザビエル守之助｢鷺草によせて｣ 

まるで白鷺が舞うかのように、白い花を咲かせる鷺草にインスパイ 

ヤーされた作品。作品のテーマは２つ。１つ目は形骸化された美しさをも越えた本当の美を

表現すること。鷺草を初めて見た時、花というカテゴリーを越えた自然の神秘に驚嘆しました。

２つ目は大切な人に想いを伝えること。戦国時代、助けを求める姫君が手紙を鷺に託すが、

鷺は途中で射落とされ、その落ちた跡に鷺草が咲いた～という伝説が残っている。この２つ

のテーマと鷺草の花言葉「芯の強さ」を交錯させた舞。 

身体の奥底から湧き上がるエネルギー(原始的欲求)を限界のない感性と硬軟自在な身

体を通して表現し続けている。近年は知的しょうがい者との身体表現ワークショップを行うな

ど地域文化活性化のためのひとつの手段として、コンテンポラリーダンスの活用法を模索して

いる。神戸大学文学部哲学科卒業。神戸大学大学院英語教育修了。故泉克芳にモダ

ンダンスを学ぶ。 ＤＡＮＣＥ ＥＸＰＲＥＳＳ主宰。1991&92 年  こうべ全国洋舞コンクール 

モダンダンスの部 第２位。1993 年 世界バレエ＆モダンダンスコンクール 第２位及び振付

特別賞受賞。1995 年 東京新聞主催 全国舞踊コンクール 第１位・文部大臣賞受賞。 

 

(5) 中島 GEN 元治「Shoes」 

1986 年、M-TRAP’S 結成。JAZZ に STREET を取り入れた LOCK JAZZ をオリジナル

とする。1992 年アメリカの TV ショー“STAR SEARCH”に日本代表として出演後、ロサンゼ

ルスで活動。1999 年ミュージカル「PLAY ZONE」(少年隊、V6.jr)振付、2005 年 AI 全国ツ

アーダンスインストラクションほか、CM、映画でも活躍。福岡在住で、ダンサー、インストラク

ター、振付師として活動。 

 

※ (4)と(5)の撮影：羽衣国際大学 放送・メディア映像学科。なお、この時撮影してくれた 

2 回生、田中新さんが、第 25 回 NHK 全国大学放送コンテスト・映像 CM 部門で優勝

しました！ 

 

(6) セレノグラフィカ「それをすると」 

『それをすると』に思うー 

 長い年月をかけて様式美として確立されたものへの憧れと情熱。この想いを保ちながら、

かつそれを超えさせてくれるものに、私はなかなか出会うことがありませんでした。カンパニーを

結成して７年目の 04 年、京都は西陣にある小さなネクタイ工場の跡地を稽古場の一つに

選んで新作の創作に取りかかった時、自分が何をしたいために創り、踊ろうとしているのか、

初めて深く知ることができたと思っています。 

 作品の中に、たった一度も照らされない場所、たった一度も足を踏み入れられない場所が

あってもいいではないかという強い思い。例え、日々の生活のひとコマを想起させるシーンが

あったとしても、気がつけば、それが恐ろしく日常とはかけ離れた光景となり、作品中のダンサ

ーは軽やかに虚実を往来する。観る人たちは、自らの眼前に展開していることが何であるの

か、にわかには説明できないのに、いつの間にか作品の時間に引き込まれてしまう。私の創り

たいダンスとは、そういうものです。 



ラリー作品を踊り込むことで、表現者としての技を基礎から応用まで実践的なカリキュラムで

習得します。また、ピアノや声楽などの演奏実技科目や、興味のある音楽学部の講座を選

択することで芸術への理解を深めていきます。  

島崎徹： Goh Ballet Academy(カナダ)にて奨学生として舞踊全般を学んだ後、北米・ヨ

ーロッパを基盤にリン・シーモア、チュー・サン・ゴー、アレクサンダー・ミンツ等著名なアーティス

トとの創作活動に関わる。1990年、Sitter School of Dancing(カナダ)のバレエ部門主任兼

振付家に。1999 年にはスイス・ローザンヌ国際バレエコンクール審査員を務め、同コンクール

の課題コンテンポラリーダンスの振付を担当。振付作品は日本だけにとどまらず、Polish 

Dance Theatre(ポーランド)、Ballet Grand Theatre De Geneve(スイス)、Colorado 

Ballet(アメリカ)、Hubbard Street Dance Chicago(アメリカ)、Royal Flanders Ballet(ベルギ

ー)、Dance Forum(台湾)等でレパトリーとして数多く公演されている。1998 年舞踊批評家

協会新人賞受賞。2005 年 10 月より神戸女学院音楽学部音楽学科舞踊専攻教授に

就任。 

＊島崎徹振付作品 

 「Here we are!」 神戸女学院舞踊専攻発足の第 2 回公演の為創作された記念すべき

作品です。映像は 2007 年 12 月第 2 回公演(兵庫県立芸術文化センター)から。 

 「Red」 American Dance Festival 委嘱作品 

 

※ 神戸女学院の写真撮影： 宗石佳子（むねいし よしこ） 

  2006 年神戸女学院大学文学部総合文化学科 内田樹教授ゼミ卒業。日本写真映

像専門学校夜間フォトファイン学科卒業。コマーシャルスタジオ、営業写真館勤務のち、フ

リーカメラマンとして独立。大学在学中よりコマーシャルカメラマンのアシスタントをしながら、

現在も神戸女学院大学音楽学部舞踊専攻にて作品を撮り続けている。 

 

【今後の予定】 

◆ 音と動きの即興対話 Body Gear 1 月 9 日 19：30 Maiden Voyage(阪急六甲北西

すぐ) ザビエル守之助、サイトウマコト、角正之 078－805-0899(会場) 

◆ ダンスの時間 1 月 31 日 14：00・18：00 

 阿比留修一(セレノグラフィカ)、関典子、サイトウマコト＋Momo diri Marble、下村唯

＋村上真奈美(近畿大学学生。碓井節子振付) 他 

大阪・ロクソドンタブラック(地下鉄谷町線阿倍野駅すぐ) loxo@thekio.co.jp 

◆ 「SWEET VALENTINE Live vol.2」 2 月 14 日 17：00 すばるホール(近鉄長野線川

西駅徒歩 8 分) 0721－25－0222 

ザビエル守之助出演 

◆ 神戸女学院大学舞踊専攻第 3 回公演「Words from a far 遠くからの言葉」 

2 月 25 日～3 月 1 日  

 神戸女学院大学エミリーブラウン館 B2(阪急門戸厄神駅から徒歩) 0798－51－

8550 

TANZ DANCE 1 
映像で観るダンスの現在 

 
 

2008 年 12 月 20 日・21 日 
兵庫県立美術館ミュージアムホール 

 
 
 

【20 日(土)】 
 
 

■10：30 お話 ダンスと美術 1(上念省三) 

●10：45 近畿大学、天理大学 学生作品 

 お話：塚本順子(天理大学) 

●12：00 サイトウマコト、森美香代、ヤザキ 

 タケシ、安川晶子「陶製の身体」 

●13：10 ヤザキタケシ＋松本芽紅見 

 「Weightless Days」 お話：ヤザキタケシ 

●14：40 サイトウマコト振付「Flower」「50 

years…黄昏れる海の城」｢それからのアリス

(抄)｣  お話：サイトウマコト 

●15：30 神戸女学院舞踊専攻による島崎 

 徹作品とその他代表作  お話：島崎徹 

 

(1913 年 画：杉浦非水 1910 パリ初演バレエ・リュス「シェエラザード」主人公ゾベイダ) 



【チラシに記載できなかったデータを中心に掲載いたします】 

 

(1) 近畿大学文芸学部舞台芸術専攻学生作品 

「dummy」(創作・出演：戸田千晶、野村晴香)、「Dish 器」(創作：川勝あゆみ。出演：赤

西真由美、江平知弘、川勝あゆみ、野中祥代)、「築土の下か、もしくは土の上｣(創作：

下村唯。出演＝高阪勝之、坂井航平、重松理恵子、澁谷咲紀、新田友紀子、福井菜

月、宮本晃一郎、村上真奈美、山下達也、山本信吾) 

 （2008 年 9 月 1 期生卒業舞踊公演「Turn」から） 

 

(2) 天理大学創作ダンス部作品 

｢涅槃｣「Fortune」他 

 塚本順子 指導する天理大学創作ダンス部は、1999 年アーティステック・ムーブメント・イ

ン・トヤマで「松本千代栄賞」を受賞したのを皮切りに、全日本高校・大学ダンスフェスティ

バル等でも受賞している。また、第 15 回から 20 回までの全日本高校・大学ダンスフェスティ

バルでの審査員なども務め、現在は奈良県で開催される平成 21 年度高等学校総合体

育大会総合開会式における公開演技アドバイザーとして、教育現場でのダンス指導にあた

っている。2008 年 10 月より研究課題「民俗学博物館における表現創出を活用した異文

化理解プログラム開発～多元的な場での“気づきの深化”のデザイン化～」で国立民族学

博物館共同研究員。天理大学体育学部准教授。 

 

(2) ｢陶製の身体｣ 映像と音を担当した赤松正行は、1961 年、兵庫県生まれ。神戸大

学文学部心理学専攻卒業。神戸市役所ソーシャルワーカーを経て、岐阜県立国際

情報科学芸術アカデミー（IAMAS）教授。10 代半ばよりエレクトロニクスを用いた音楽

制作を始め、80 年からはコンピュータを使用、映像やネットワークなど様々なメディアへ

と制作範囲を広げる。特に、作品と鑑賞者の関係性や、作品自体の自律性に注目

し、人とメディアの可能性を拡張することに興味を持っている。近年は、モバイル・デバイ

スにおける表現研究や、人と社会への影響の考察に取り組んでいる。特に、開発した

iphone 用ネイティブ・アプリケーションは 30 個を超え、そのいくつかを App Store で公開

しているほか、数十台のiphoneによるパフォーマンス「Snowflakes」などの作品制作へと

展開している。http://www.iamas.ac.jp/~aka/ 

 

(3) ヤザキタケシ＋松本芽紅見(ダンス)「Weightless Days」 

 この作品は、グラフィックアート、電子音楽、コンテンポラリーダンスという３つの現在性の先

鋭なジャンルがミックスされている。こういうと、ひどく難解で一部のマニアにしか受け入れにくい

作品のように思われても致し方ないが、なかなか多様で豊かな魅力を持っている。 

 まず目に入ってくるのは、白と黒の、これ以上はないシンプルな「照明」（グラフィックアート）

である。ステージの上に白や黒の円を作ったり、空間を分けたり、線を引いたりと、滑らかに

動く。光と影のようでもあるが、正と負というのではなく、陰陽の思想が意識されているのかも

しれない。 

 実際、ステージを半分に分けて黒地に白円の中でヤザキが、逆の白地に黒円の中で松

本が踊っているのを見ると、ある種東洋的な二元論にも通じ、世界が究極的に簡素化され

ているように思われる。 

 様々な要素のすべてが、現代芸術として非常に高度なレベルにあることは言うまでもない。

そして、それ以上に、随所に東洋思想をふまえているとしか思えない、簡素の美学、余白の

美意識がみてとれるのだが、アイルランド人やパリ在住のブラジル人が、どのようにしてここま

で見事に、竹林を過ぎる風のような境地を体得したか、不思議でしようがない。(大阪公演

プログラムより。上念省三) 

 

(4) サイトウマコト振付バレエ作品 

「Flower」 佐藤玲緒奈 

｢50 years…黄昏れる海の城｣ 島知子＋辻裕加＋山口章＋サイトウマコト 2007

年 1 月｢ダンスの時間｣14 から 

｢それからのアリス｣ 2007 年 11 月、福岡市民会館 アリス：田中ルリ、ルイスキャメラ：

山口章、それからのアリス：東福寺弘奈。ハートの女王：夏山周久。映像：赤松正行 

 

(5) 神戸女学院舞踊専攻： 

http://www.kobe-c.ac.jp/musicdp/department/dance/index.html  

 2006 年、神戸女学院音楽学部に開設。海外から招聘された優れた講師陣によってレッ

スンが行われています。テクニッククラスは伴奏者による生演奏で、音楽的感性が研ぎ澄ま

される環境の中、グラハムテクニックをベースにしたモダン･ダンス・テクニックのクラスとバレエの

基礎クラスを行います。これからの時代にあったダンサーとしての身体作りを行い、コンテンポ


