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WHITELIGHT

[Sun]

堤田祐史︵

＿＿＿ 乗越たかお （作家・ヤサぐれ舞踊評論家）

14

Sound Design by Yuji TSUTSUMIDA

刺激と示唆を与える舞台なのである。

[Sat]

音響

この舞台は一般の観客のみならず、ダンサーや振付家にも多くの

13

木藤歩

ける意思疎通の充実ぶりを示した。

[Fri]

Lighting Design by Ayumi KITO

の動きを深く理解したうえで自分の持ち味を載せ、創作過程にお

12

18:30- 19:30-

米原晶子

那の迷いが空間を崩壊させる。共演した北川結と小暮香帆は岩渕

14:00-

細川浩伸

た。ほぼ即興で緊密な空間を保ち続けなければならないため、刹

2

Feb.

照明

『斑（ふ）
』は、豊穣な時間であると同時に、リスキーな舞台でもあっ

2016

Production Design by Hironobu HOSOKAWA

異彩を放っている。

プロダクションデザイン

したダンス界において、これはじつに新鮮な身体的挑戦者として

Production Management by Akiko YONEHARA

り、作品に織り込んできた。非効率的だが、一通りの実験を経過

プロダクションマネジメント

岩渕は強い身体性を持ちながら、身体・音楽・照明・美術のすべ
てを腑分けするかのごとき作業を繰り返してジリジリと本質を探

物と人、動きと踊り、距離と時間…。
様々な関係を 3 人のパフォーマーが身体で計り、[ 斑 ] な世界を描き出す。
Objects and humans, movement and dance, distance and time…
Three performers measure various kinds of relationship and will depicts a world that is “dappled.”

身体を多面的に捉える振付家・岩渕貞太が 2014 年に発表し話題を呼んだ代表作を TPAM 開催中の横浜で再演。
自身の身体と音楽や空間などとの関係をテーマに多くの作品を発表してきた岩渕貞太。本作では 3 人のパフォーマー、光、音が互いに影響し
合いながら時間を積み上げ、淡く揺らぎ続ける境界を舞台空間に描きます。時間の経過と共に質感を繊細に振 付された身体で、即興的な判
断を交え動き続けるパフォーマー。空間全体を捉えて動く光や音が、作品世界を立体的に立ち上げます。
As a part of TPAM showcase, Teita Iwabuchi, choreographer who captures body as multi-dimensions, is performing once again his signature work that was
premiered in 2014 and drew people’s attention.
Teita Iwabuchi has been creating choreographies whose themes are based on connection between his own body, music, and space.
In this performance, the three performers that are constantly in motion, light, and sound will build time while interacting each other, and draw borders that
continue to subtly sway in the space. The per formers will continue to move,utilizing improvisational judgments, with their bodies that delicately
choreograph the texture along with elapse of the time. The lighting and the sound will capture the entire space rather than performers themselves, making
this choreography three-dimensional.

岩渕 貞太

ダンサー／振付家

Teita IWABUCHI

Dancer/ Choreographer

1980 年神奈川県生まれ。2005 年より、「身体の構造」や「空間や音楽と身体の相互作用」に着
目した振付作品を発表する。2010 年から大谷能生や蓮沼執太など音楽家と共に身体と音楽の関
係性をめぐる実験作を継続的に発表。その他にもア二メーション作家・現代美術家など、他ジャ
ンルの作家とのコラボレーションにも精力的に取り組んでいる。世田谷美術館のエントランス、

公演日程：2016 年 2 月 12 日（金）〜14 日（日）
会場：のげシャーレ（横浜にぎわい座 B2F）

DATE : February 12th Friday - 14th Sunday, 2016
Theater : Noge Schale (Yokohama Nigiwai-za B2F)
3-110-1 Noge-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 231-0064, Japan

横浜美術館グランド・ギャラリー、六本木アートナイトでの野外公演など劇場外でも空間の特性
を活かしたパフォーマンスを発表。その他ワークショップの開催など多方面で活躍している。

JR 線・市営地下鉄線「桜木町」駅下車、徒歩３分、

京浜急行 日ノ出町
Hinode-cho

関かおりとの共同振付作品『Hetero』で、横浜ダンスコレクション EX2012「若手振付家のため

野毛山動物園

Nogeyama Zoo

の在日フランス大使館賞」を受賞。急な坂スタジオレジデントアーティスト。アトリエ劇研アソ

横浜市立中央図書館

京浜急行線「日ノ出町」駅下車、徒歩７分

Line or Yokohama Municipal Subway)

Yokohama City Library

80 meters from South 1 Exit of “Noge

Born in Kanagawa, Japan in 1980, Iwabuchi has been presenting choreographies that focus on “structure
of the human body” and “interaction of space, music, and human body” since 20 05. He has been

Chikamichi”

横浜にぎわい座

constantly presenting experimental works that depicts the relationship between body and music with

7 minute-walk from Hinode-cho station

Yokohama-Nigiwaiza(B2F)

musicians such as Yosio Ootani and Shuta Hasunuma since 2010. In addition, he also actively collaborates
and The Grand Gallery at Yokohama Museum of Art to outdoor performances as a part of Roppongi Art

「野毛ちかみち南 1 番口より 80m

3 minute-walk from Sakuragi-cho station (JR

シエイトアーティスト。

with creators of other fields such as animation or modern art. From the entrance of Setagaya art museum

横浜市中区野毛町 3-110-1

(Keihin Kyuko Line).

横浜市市営地下鉄
JR 桜木町 Sakuragi-cho

Night, Iwabuchi has performed outside the theaters, utilizing the characteristics of such space.
In addition to giving workshops, he also works in other various fields.
H i s H ete ro, w h i ch h e ch o re o g ra p h e d w i t h Ka o r i S e k i , wo n T h e F re n ch E m b a s s y P r i ze fo r Yo u n g
Choreographer for Yokohama Dance collection EX 2012.

Ticket Price
Advance

北川結

小暮香帆

岩渕貞太

前売

¥3,000-

Day of show

当日

¥3,300-

全席自由／未就学児のご入場はご遠慮ください。
各回 30 分前 開場／ 45 分前 受付開始
All seats are unassigned. (first-come first-served)
Pre-schooler or younger children are not permitted.
Theater door opens 30 minutes before the performance. / Box office opens 45 minutes

Yu KITAGAWA

Kaho KOGURE

Teita IWABUCHI

before the performance.

ダンコレ割引（前売・当日）

TPAM 割引（前売のみ）2,800 円
＊TPAM 参加登録者用ページからのみ購入可能です

TPAM discount (Ad. tickets only) 2,800 yen
＊Can be purchased via TPAM pass

「横浜ダンスコレクション 2016」半券提示
で 200 円キャッシュバック
Yokohama

holder’s page.

Dance Collection

The online form is available

Cashback
¥200-

on TPAM official website.

PASS
協力

横浜ダンスコレクション 2016

モモンガ・コンプレックス

助成

公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団

主催

岩渕貞太 身体地図

共催

横浜にぎわい座

公益財団法人全国税理士共栄会文化財団

急な坂スタジオ

“Yokohama Dance Collection

www.tpam.or.jp

2016” discount（Advance / Day of Show）

TPAM discount tickets will be sold online
until 23:59 on the previous night of each
performance.

Present the ticket stub of “Yokohama
Dance Collection 2016” and receive
200-yen cashback.

＊本公演の前売チケットは「岩渕貞太 身体地図」サイトよりお申込みください。

12 月 1 日 予約開始

http://teita-iwabuchi.com/

* To reserve your seats for this performance, go to “Teita Iwabuchi_Body Map” website.

For inquiries

お問合せ

岩渕貞太 身体地図 070-3537-0866 / info@teita-iwabuchi.com

Regular advance tickets will be sold online until 23:59 on the previous night of each
performance. Fill out the online form on Iwabuchi’s official website.

