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PRESS RELEASE

金 沢 21世 紀 美 術 館 P r e s e n t s

高校生限定

劇的！バスツアー 2021

金沢 21 世紀美術館では次世代の観客および舞台人の創出を目的に、高校生 (15〜18 歳のユースを含む。）の観
劇体験をサポートするバスツアーを実施しています。舞台芸術に携わる専門家やアーティストがガイド役となり、
高校生が県内外の劇場空間にて、厳選された舞台やアーティストトーク、バックステージツアーなどを体験する
ことにより、舞台芸術の魅力と出会う機会を創出するプログラムです。2021 年度は、10 月に石川県立音楽堂
邦楽ホールにて上演される『〈能・狂言〉野村萬斎 音楽堂邦楽監督就任記念公演』、12 月に金沢市内の映画館シ
ネモンドにて上映するナショナル・シアター・ライブ『戦火の馬』『夜中に犬に起こった奇妙な事件』の。二つ
のプログラムを企画し、高校生を各回 20 名限定で募集します ( 今年度は現地集合・現地解散で実施します。)。
ぜひ事前告知およびご取材へのご協力をお願いいたします。
イベント名
プログラム公演

高校生限定

劇的！バスツアー 2021

（1）
〈能・狂言〉野村萬斎 音楽堂邦楽監督就任記念公演
開催日：2021 年 10 月 30 日 ( 土 )
会場：石川県立音楽堂 邦楽ホール

定員：20 名（先着順）

料金：1,000 円

ナビゲーター：徳前 藍（フリーアナウンサー、能・金沢市伝統芸能伝習者）

（2）
〈舞台上映〉ナショナル・シアター・ライブ
『戦火の馬』
『夜中に犬に起こった奇妙な事件』

開催日：2021 年 12 月 18 日 ( 土 )・19 日 ( 日 ) 各日 1 回上映

会場 ： シネモンド（香林坊東急スクエア 4F）

定員： 各回 20 名（先着順）
鑑賞料：各 500 円

トークゲスト：柏木 しょうこ

協力・配給：カルチャヴィル

翻訳家（字幕、吹き替え、戯曲、書籍）

対象

高校生（15〜18 歳のユースを含む。）

申込

当館ウェブサイト事業ページより（Peatix にて受付中）

お問合せ

金沢 21 世紀美術館 交流課 TEL 076-220-2811( 火〜日 10:00 〜 18:00)

主催
取材申込み／問合せ先

Email event̲k@kanazawa21.jp
金沢 21 世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］
金沢21世紀美術館 広報担当：落合、石川、齊藤（広報課）、事業担当：川守、黒田（交流課）
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
https://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
※ご取材の際には、事前にご連絡をお願いします。
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プログラム公演

〈能・狂言〉野村萬斎 音楽堂邦楽監督就任記念公演
伝統芸能の継承に立ち会おう。
野村万作（人間国宝）、萬斎、裕基の三代共演
五穀豊穣を寿ぐ舞「三番叟 双之舞」と、狂言の演
目の中で最も多くの人数を要する「唐人相撲」に能
登の祭り文化を取り入れた「石川県バージョン」を
披露します。小学生の頃に能に出会ったというフ
リーアナウンサーの徳前藍さんが皆さんの鑑賞をナ
ビゲートします。
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2021 年 10 月 30 日（土）
〈スケジュール〉
11:45
石川県立音楽堂（1 階正面入り口）集合
12:00-12:30 プレトーク
13:00-15:00 鑑賞
15:30-16:00 アフタートーク
16:00
現地解散
野村 萬斎（狂言師、石川県立音楽堂邦楽監督）
国内外で多数の狂言・能公演に参加・普及に貢献
する一方、現代劇や映画・テレピドラマの主演、
古典の技法を駆使した舞台作品の演出など幅広く
活躍。重要無形文化財「能楽」総合指定。「狂言
ござる乃座」主宰。東京藝術大学客員教授。21
年 4 月より石川県立音楽堂邦楽監督に就任。
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〈舞台上映〉ナショナル・シアター・ライブ『戦火の馬』『夜中に犬に起こった奇妙な事件』
英国ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をス
クリーンで
『戦火の馬』
主人公が幼少時から愛し育てた馬が軍馬として徴用
されたことから、数奇な運命をたどることに…。タ
イムズ紙の＜10 年間の最優秀劇場公演＞に選出、
S・スピルバーグ監督が感動し映画化した名舞台です。
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『夜中に犬に起こった奇妙な事件』
並外れた頭脳を持つ 15 歳の少年が隣人の犬を殺し
た犯人を探そうとする…。2013 年のオリヴィエ賞
で主要 7 部門を独占、ブロードウェイ公演では第 69
回トニー賞プレイ部門最優秀作品賞などを受賞した
傑作舞台です。

4
上『戦火の馬』© Brinkhoﬀ & Mogenburg
下『夜中に奇妙に起こった奇妙な事件』© Manuel Harlan

2021 年 12 月 18 日・19 日 開催
＜スケジュール＞
12:45
シネモンド現地集合
13:00 -15:50 鑑賞
16:00 -16:45 トークセッション
ゲスト ： 柏木 しょうこ
16:50 -17:10 映写室見学
17:10
現地解散

ナショナル・シアター・ライブとは
英国ナショナル・シアターが厳選した、世界で観られるべき傑作舞台をこだわりのカメラワー
クで収録し各国の映画館で上映する画期的なプロジェクト。緊張感あふれる劇場の空気をしっ
かりと捉えるカメラは、映画館でありながらベストシートで観劇する感覚で楽しめるよう、慎
重に設定位置が決められている。
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ナビゲーション・
ゲスト紹介

〈能・狂言〉野村萬斎 音楽堂邦楽監督
就任記念公演 ナビゲーター
徳前 藍（フリーアナウンサー、能・金沢市伝統芸
能伝習者）

石川県内で活動するフリーアナウンサー。2021 年

3 月まで所属したテレビ金沢では情報番組「となり

のテレ金ちゃん」MC をはじめ、全国アナウンサー
特番にも出演。その後 4 月からはフリーアナウン

サーとして県内のテレビ番組やＣＭなどに出演中。
また、小学 1 年生の頃から伝統芸能・能を習い金

沢市から「伝統芸能伝習者」にも認定されている。
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〈舞台上映〉ナショナル・シアター・ライブ
『戦火の馬』『夜中に犬に起こった奇妙な事件』トークセッションゲスト
柏木 しょうこ（翻訳家・映像翻訳（字幕／吹替え）・書籍）

1997 年、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。大学在学中より、舞台制作および映像制作に携わ
る。1998 年、劇団 NLT からの依頼で戯曲を翻訳したのをきっかけに翻訳者デビュー。映画や
ドラマの吹替え翻訳および日本語台本チェッカー、舞台・映像作品の翻訳や制作に携わり、
2003 年に独立。その後、映像および書籍の翻訳家として活動 。2013 年 EAVE 主催 TIES

THAT BIND（Asia-Europe producers workshop）に選出され、カンヌ国際映画祭、釜山国
際映画祭、ベルリン国際映画祭などの映画祭に参加。国内作品の海外広報や海外共同制作の映
像作品の企画・開発およびコーディネート業務を行う。

広報用画像

画像 1〜5 を広報用にご提供いたします。

ご希望の方は下記をお読みの上、広報課へお申し込みください。

画像お申し込みフォーム

https://w w w.kanazawa21.jp/form/press̲image/

［使用条件］

※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。

※トリミングはご遠 慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が 画像にかぶったりしないよう、

レイアウトにご配慮ください。

※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報課へお送りください。

※アーカイヴのため、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・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

３

