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安藤洋子
木ノ内乃々
山口泰侑

酒井はな×岡田利規
四家卯大

中村恩恵

鈴木  竜
飯田利奈子
柿崎麻莉子
中川  賢

橋本ロマンス×
やまみちやえ
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プロデューサー：唐津絵理（愛知県芸術劇場/Dance Base Yokohama）
プロダクションマネージャー：世古口善徳（愛知県芸術劇場）
舞台監督：小黒亜衣子
照明：伊藤雅一（RYU）
音響：牛川紀政
中面舞台写真：羽鳥直志
マネージングディレクター：勝見博光（Dance Base Yokohama）
制作：田中 希（Dance Base Yokohama）

主催：Dance Base Yokohama
共催：YPAM2021 実行委員会、 愛知県芸術劇場
レジデンス協力：ダンスハウス黄金4422
協力：株式会社precog

2021年

12/10（金）ー12（日）

全席指定  一般（オーディエンス） 4,500円
U25（オーディエンス） 2,500円
YPAM登録者（プロフェッショナル） 4,000円
チケット取り扱い  
チケットかながわ  https://www.kaat.jp   
0570-015-415（10:00～18:00）

窓口：KAAT神奈川芸術劇場2階（10:00～18:00）
※おかけの際は番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

＊3歳以下のお子さまは入場できません。　
＊U25は公演日に25歳以下対象です。（要証明書）
＊プロフェッショナルチケットは、YPAM登録時に発行される証明と一緒に会場にお持ちください。
＊車椅子席はチケットかながわでお取扱い。
＊託児サービスあり（12/12㈰12:30の回／要予約・有料）。
  ［対象］0~12歳　［料金］1名につき2,000円　
  ［申込締切］公演日の1週間前　［お申込・お問合せ］マザーズ TEL:0120-788-222
＊公演中の入場については、制限させていただくことがあります。
＊やむを得ない事情により内容、出演者等が変更になる場合がございます。

お問い合わせ  
Dance Base Yokohama
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57-2　
KITANAKA BRICK&WHITE BRICK North3F
info@dancebase.yokohama
https://dancebase.yokohama/
Twitter / Instagram / facebook  @dancebasedaby

https://www.kaat.jp

YPAM

チケット発売
2021年

11/1（月）
15:00～

安藤洋子 酒井はな 中村恩恵

＊「ダンスの系譜学」は、バレエの歴史を刷新してきた巨匠振付家のフォーキン、キリアン、フォーサイスの理念を継承するととも
に、時には彼らを触発してきた安藤洋子、酒井はな、中村恩恵の3名のダンスアーティストが、その原点となるオリジナル作品
の上演と今日的な継承/再構築に取り組むプロジェクト。10月1日に愛知県芸術劇場にて初演を迎えた。

＊「鈴木竜トリプルビル」では、DaBYアソシエイトコレオグラファーの鈴木竜がコロナ禍で取り組んできた３つの新作を発表。
「わたしのからだはわたしのものか」を通底するテーマとして、愛知県芸術劇場にて12月初旬に初演を迎える。

『MOVING 
SHADOW』　
『失われた委曲』

『瀕死の白鳥』　
『瀕死の白鳥 
その死の真相』

『BLACK 
ROOM』　
『BLACKBIRD』

『never 
thought it 
would』 

『When will 
we ever 
learn?』

『Proxy』 『江丹愚馬』
（ENIGMA）

P R O G R A M  &  S C H E D U L E

10（金）

12（日）
17:30

11（土）18:00

12:30

19:00

15:00

※開場は開演の30分前

12／

「ダンスの系譜学」より
橋本ロマンス ×
やまみちやえ鈴木 竜

開演

YPAM期間中に、Dance Base Yokohamaでも新作の上演を行います。
詳細はDaBYウェブサイトにてご確認ください。

12/13（月） 「音で観るダンス 新作ワークインプログレス」（企画：田中みゆき／出演：康本雅子 ほか）
12/19（日） 『P wave』（DaBYレジデンスコレオグラファー ハラサオリ新作）
会場：Dance Base Yokohama

関連企画



安藤洋子 中村恩恵

D
aB

Y
PER

FO
R

M
IN

G
 A

R
TS

S
ELEC

TIO
N

 2
0

2
1

本公演はコロナ禍の約2年間にわたり、
Dance Base Yokohama（DaBY）に
て創作を行ってきた日本のダンスアー
ティストによる選りすぐりの7演目を上
演するショーケースです。
DaBYではクリエイションに集中できる
環境を提供することに取り組むととも
に、さらに創作した作品を国内外の
様々な劇場で再演することを目指して
います。
今回上演する作品のうちの6作品は、
DaBYと官民連携を行っている愛知県
芸術劇場にて、「ダンスの系譜学」、「鈴
木竜トリプルビル」の２つのプロジェク
トとして初演を迎えました。
「YPAM‐横浜国際舞台芸術ミーティン
グ 2021」では、これらのプロジェクトで
創作された６作品に、DaBYレジデンス
アーティストの橋本ロマンスによる新作
を加え、ショーケース形式の５回にわた
るトリプルビルとしてご覧いただきます。
海外で活躍してきたベテランから新進
気鋭のアーティストまで、個性的な日本
のダンスアーティストたちが、コロナ禍
で取り組む身体による社会への応答、
その表出にご注目下さい。

DaBY
パフォーミングアーツ・
セレクション
2021

『MOVING SHADOW』
振付・出演：安藤洋子
出演：木ノ内乃々、山口泰侑　音楽：岡 直人
────────────────────
『失われた委曲』よりソロ
振付：ウィリアム・フォーサイス
出演：安藤洋子
────────────────────
宮沢賢治の「春と修羅」をモチーフに創作し
た安藤洋子の『MOVING SHADOW』は、
オーディションで見出された2名の若手ダン
サーと約1年半のクリエイションを経て誕生し
た新作。本作品とともに、フォーサイスの代表
作『失われた委曲』の一部を再構築した安藤
のソロを連続上演する。
────────────────────

『瀕死の白鳥』
ミハイル・フォーキン原型　酒井はな改訂
出演：酒井はな
チェロ：四家卯大
────────────────────
『瀕死の白鳥 その死の真相』
演出・振付：岡田利規
出演：酒井はな
編曲・チェロ：四家卯大
────────────────────
世界中のバレエダンサーが踊り続けてきた
フォーキン原作による『瀕死の白鳥』。本公演
では日本を代表するダンサーの酒井はなが、
演劇作家の岡田利規と取り組んだ新解釈
バージョンを上演。白鳥の死因に迫ることで
バレエの様式を解体し、現代のパフォーミング
アーツの新たな局面を切り開く。
────────────────────

『BLACK ROOM』
振付・出演：中村恩恵
衣裳：串野真也
────────────────────
『BLACKBIRD』よりソロ
振付：イリ・キリアン
出演：中村恩恵
────────────────────
言葉にならなかった声に耳を澄ませた中村の
新作『BLACK ROOM』と、キリアンが中村の
ために振り付けた『BLACKBIRD』よりソロの
場面を上演。闇の中から生まれ落ちた新たな
生命を想像するような連作、2作品を併せて
ご覧下さい。
────────────────────

『never thought it would』 
振付・出演：鈴木 竜
ドラマトゥルク：丹羽青人　美術：宮野健士郎
照明：武部瑠人　衣裳：渡辺慎也
────────────────────
ピナ・バウシュは次のように語っています。
「Dance, dance, otherwise we are lost.
（踊り続けなさい。自分を見失わないように）」
と。しかし私はとっくの昔に自分を見失って、
もう必死に踊り続けることしか残されていな
いのです。
────────────────────

『Proxy』 
振付： 鈴木 竜　
出演：伊藤琴葉、杉浦ゆら、鈴木大翔、
　　　副島日毬、松山源樹、山田怜央
人形デザイン・製作：オデット・ピコ（Odette Picaud）
────────────────────
身体を失ってからやっと言いたいことが言える
わたしたち。
もしかして、幽霊という存在は、現代のSNSの
無責任なアバターたちのような、
自分の存在をその後ろに隠してうらみを発散
するための存在だったのではないでしょうか？
────────────────────

『江丹愚馬』（ENIGMA）

演出・振付：橋本ロマンス 
詞章・作曲：やまみちやえ
出演：安部 萌、村井玲美（OrganWorks）、
　　　山田茉琳
────────────────────
ポップカルチャーと現代美術的な手法を融
合した同時代性の高い作品で注目を集める
橋本ロマンスと、和歌や能、浄瑠璃などの日
本の古典のテキストを独自の手法でコラー
ジュし、義太夫節と邦楽囃子の新曲として現
代に蘇らせる作曲家・太棹三味線演奏家の
やまみちやえによる初のコラボレーションプロ
ジェクトによる新作を上演。
────────────────────

橋本ロマンス×
やまみちやえ鈴木 竜酒井はな

ローザンヌコンクールにて賞受賞後渡欧。イリ・キリ
アン率いるネザーランド・ダンス・シアターに所属し、
世界を牽引する振付家達の創作に携わる。退団後
は、キリアン作品のコーチも務め、世界各地のバレ
エ団や学校の指導にあたる。2007年より活動拠点
を日本に移し振付家としての活動を展開。Noism、
Kバレエ、新国立劇場バレエ団等に作品を提供す
る。芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章等受賞。

中村恩恵  
Megumi Nakamura
©Tadashi Okochi

DaBYアソシエイトコレオグラファー。横浜に生まれ、
英国ランベール・スクールで学ぶ。A.カーン、S.L.シェ
ルカウイ、F.デュクフレ、I.ピント/A.ポラック、平山素
子、近藤良平などの作品に出演。横浜ダンスコレク
ション2017コンペティションⅠで「若手振付家のため
のフランス大使館賞」などを受賞。作品は国内外で
多数上演されている。

鈴木 竜  
Ryu Suzuki
©Takayuki Abe

『When will we ever learn?』 
振付・出演：鈴木 竜
出演：飯田利奈子、柿崎麻莉子、中川 賢
────────────────────
彼らとわたし。その非対称的な関係におい
て、糾弾の叫びとしてダンスはいかに姿を現
すのか。
理性が求める対話的表現を前提としない
表現を探りながら創作に挑みます。
────────────────────

6歳から岡本博雄バレエスクールでバレエを学ぶ。
神戸女学院音楽学部 舞踊専攻にて島崎徹、J. 
Nuyts、G. Mckelvieに師事。コンテンポラリーダン
ス、モダンダンスを学ぶ。2014年よりNoism2に所
属。18年、オランダのネザーランド・ダンス・シアターⅠ
に所属。21年に退団。

飯田利奈子  
Rinako Iida

L-E-V Sharon Eyal|Gai Behar 所属。元新体操
選手。元Batsheva ensemble Dance Company
ダンサー。2011年韓国国際ダンスコンペティション
ダンサー金賞、13年度香川県文化芸術新人賞、14
年Israel Jerusalem Dance Week Competition
受賞。ダンサーとしてパリコレに出演（D i o r  
2019ss）。Japan Dance Forum賞（2020、
2021）受賞。

柿崎麻莉子  
Mariko Kakizaki
©Naoshi HATORI

6歳から現代舞踊を和田朝子に師事。日本大学芸
術学部演劇学科洋舞コース卒業。ミュージカル出
演の経験も重ね、2009年からNoism1で活動。18
年『ROMEO & JULIETS』ティボルト役で退団。
平山素子、中村しんじ、川野眞子らの作品に出演。

中川 賢  
Satoshi Nakagawa
©Naoshi HATORI

DaBYレジデンスアーティスト。1995年生まれ。東
京都出身。コンセプチュアルな手法を用いながらも
ポップ/ストリートカルチャーの要素を取り込むことで
アートファン以外にも訴える魅力を持つ同時代性の
高いパフォーマンスを制作する。作品全体を貫く美
意識と、様々な文脈を分解しコラージュの如く再構
築することでテーマを多面的に分析し仮定を提示す
るスタイルが特徴。SICF20 PLAY部門グランプリ。
横浜ダンスコレクション2020最優秀新人賞。

1995年生まれ。高知県出身。6歳より義太夫三味
線を竹本弥乃太夫師に、10歳より邦楽囃子を田中
佐幸、望月庸子両師に師事。東京藝術大学音楽学
部附属音楽高等学校を経て、同大学同学部音楽
環境創造科卒業。クマ財団クリエイター奨学生。日
本の古典作品を主題とした、義太夫節と邦楽囃子、
コンテンポラリーダンスによる作品上演を通して、古
典が内包している同時代性を蘇らせ、身近な物語と
して再発見する機会を提供している。

橋本ロマンス  
Roma Hashimoto

やまみちやえ  
Yae Yamamichi 

舞踊家。クラシック・バレエを畑佐俊明に師事。橘バ
レエ学校、牧阿佐美バレエ団を経て1997年新国
立劇場バレエ団設立と同時に移籍、主役を務める。
13年ユニットAltneuとして島地保武との共同創作
を本格始動。芸術選奨文部科学大臣賞、橘秋子賞
特別賞、舞踊芸術賞など受賞歴多数。17年紫綬
褒章受章。

演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。横浜出
身。『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞受
賞。小説集『わたしたちに許された特別な時間の終
わり』で第2回大江健三郎賞受賞。戯曲集『未練の
幽霊と怪物  挫波／敦賀』で第72回読売文学賞 
戯曲・シナリオ賞受賞。

ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、即興音楽と多
彩なジャンルで活躍する土俗的チェリスト。日本の商
業音楽界を支えるトップ・ストリングスアレンジャーの
一人。2019年にバッハの無伴奏チェロ組曲に挑
戦した「たいようの谷」をリリース。

酒井はな  
Hana Sakai
©Tomohide Ikeya

岡田利規  
Toshiki Okada
©Kikuko Usuyama

四家卯大  
Udai Shika

横浜出身。 木佐貫邦子に師事。2001年フランク
フルト・バレエ団に初のアジア人として入団。同団解
散後もザ・フォーサイス・ カンパニーに在籍し、中心
ダンサーとして活躍。自身でも作/演出/出演するダ
ンス作品の発表、国内外の音楽家や現代美術家
等とのコラボレーション、メディアテクノロジーを使っ
たダンスの創作と教育などにも取り組む。

1949年、ニューヨーク出身。シュツットガルト・バレエ
団等を経て、84年フランクフルト・バレエ団芸術監督
となり『ステップ・テクスト』など話題作を多数発表。
2005年ザ・フォーサイス・カンパニーを設立(15年解
散)。作品は世界の主要カンパニーで踊られ、バレエ
の概念を変える衝撃的な作品を発表し続けている。

1947年、チェコのプラハに生まれる。プラハ音楽
院、英国ロイヤル・バレエ・スクールで学び、68年
シュツットガルト・バレエ団に入団、ソリストとして活
躍。77年、ネザーランド・ダンス・シアターの芸術監
督兼振付家に就任。99年に職を退くまで、『浄めら
れた夜』『ヌアージュ』をはじめとする数々の作品を発
表した。

安藤洋子  
Yoko Ando
©Dominik Mentzos

20歳／愛知県名古屋市在住
ダンス経歴：8歳~ HIPHOP、13
歳~ 様々なジャンル

伊藤琴葉 
Kotoha Ito

15歳／愛知県名古屋市在住
浅井信好に師事
ダンス経歴：10歳~ 舞踏、コンテ
ンポラリー

杉浦ゆら 
Yura Sugiura

17歳／愛知県碧南市在住
生田みずほに師事
ダンス経歴：8歳~ バレエ、10歳~ 
ストリート、13歳~ ジャズ

鈴木大翔 
Taito Suzuki

16歳／愛知県豊田市在住
ダンス経歴：4歳~ フラダンス、5歳
~ HIPHOP

副島日毬
Himari Soejima

30歳／愛知県安城市在住
ダンス経歴：15歳~ ブレイクダン
ス、18歳~ ストリート、19歳~ ハウ
ス、26歳~ コンテンポラリー

松山源樹 
Genki Matsuyama

17歳／愛知県愛西市在住
ダンス経歴：7歳~ HIPHOP、13
歳~ ジャズ

山田怜央 
Reo Yamada

3歳よりマユミキノウチバレエスタジ
オでクラシックバレエを学ぶ。2015
年よりワシントンバレエスクール、ベ
ルリン国立バレエスクールに留学。

木ノ内乃々 
Nono Kinouchi

SRN GOLD RUSHでHIPHOP・
ブレイキング、二松學舍大学附属高
等学校ダンス部でPOPを学ぶ。洗足
学園音楽大学ダンスコース在籍中。

山口泰侑  
Taisuke Yamaguchi

イリ・キリアン
Ji ř í Kylián
©Anton Corbijn

ウィリアム・フォーサイス
William Forsythe
©Dominik Mentzos

丹羽青人
Haruto Niwa
国立音楽大学卒業。公演やWSへ
の参加も含め、幼少から多くのダン
ス作品を鑑賞。その経験から、音楽
とダンスの関係などに関心をもつ。

宮野健士郎
Kenshiro Miyano
大学院卒業後、オンデザインでパー
トナーとして活動。集合住宅、店舗
や会場構成の設計を通し、人間の
身体やふるまいから創造される空
間を探る。

武部瑠人
Ludo Takebe
情報科学芸術大学院大学卒業。
照明や映像、レーザーを用いたビ
ジュアル表現の実践や、リアルタイ
ムな信号生成による照明演出シス
テムの研究を行う。

渡辺慎也
Shinya Watanabe

熊本県出身。スタイリストの勝見宜
人氏に師事。独立後、ニューヨーク
で衣裳制作の基礎を学ぶ。スタイリ
スト｜衣裳デザイナーとして、ジャン
ルを問わず活動中。

串野真也
Masaya Kushino
”Istituto MARANGONI”ミラノ
校、ファッションデザインマスター
コースにてディプロマを取得。最先
端技術や伝統技術などを駆使し
た、ファイナルデザインをテーマに
した靴の作品や、科学技術を取り
入れたアート作品などを世界に向
けて発表している。

©Takayuki Abe

＊本作は、名古屋のダンスハウス黄金4422との連携
のもと、オーディションで選抜された愛知県在住のダン
サーと創作した。 ©Ryosuke Sato


