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熊川哲也演出・振付

バランシン振付

熊川哲也とオペラ界の大スターたちが豪華競演！

 Kバレエ カンパニー
Artistic Director　Tetsuya Kumakawa

佐藤美枝子（ソプラノ）　　森 麻季（ソプラノ）　 河野めぐみ（メゾ・ソプラノ）   　谷口睦美（メゾ・ソプラノ）    成田勝美（テノール）　　 笛田博昭（テノール）　　　折江忠道（バリトン）　　宮本益光（バリトン）

主催 ： TBS  オフィシャルエアライン ： ANA　
制作 ： K-BALLET COMPANY/TBS Photograph by  Shunki Ogawa

◎キャスト予定は2009年4月1日現在のものです。出演者の病気や怪我など、やむを得ない事情により変更となる場合があります。最
新のキャスト情報はhttp://www.k-ballet.co.jp/にてご確認ください。なお、公演中止の場合を除き、実施するすべての公演に関し
て、主演者をはじめとするキャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、公演日や券種の変更はお受けできませんので、あらかじめご
了承ください。◎公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいたしかねます。◎未就学児童の入場はお断りいたします。◎演
出上開演後の入場は制限させていただく場合があります。

［予約・お問い合わせ］チケットスペース 03-3234-9999
［公演の詳細］ http://www.k-ballet.co.jp/

S席¥19,000／A席¥15,000／B席¥11,000（税込）

Bunkamuraオーチャードホール
6／11（木）18：30開演　12（金）18：30開演　13（土）14：00開演　13（土）18：30開演　14（日）14：00開演

6／11（木）～14（日）指揮：福田一雄　
演奏：シアター オーケストラ トーキョー　
合唱：藤原歌劇団合唱部（「ベートーヴェン 第九」）

検索TBS Ｋバレエ



――昨年３月に初演された熊川哲也演出・振付の
『ベートーヴェン第九』は、楽聖自身も生涯の大作と
した交響曲全曲と正面から向き合って、大きな衝撃
を与えました。今回、１年を経て上演するにあたり、ど
のような思いを抱いていますか。
熊川　作品のコンセプトや方向性は、制作が終
了した段階ですでに完成されたものですから、
僕の他の作品と同様、公演を重ねても、特に変わ
ることはありません。ただ、どの公演もそうですが、
舞台は一期一会。同じ舞台は二度とないですよ
ね。オペラもそうだと思いますが、バレエの世界で
もキャストが変われば色も変わる。結果としてそこ
に広がる世界が違ったものになり、また違った意
味が見えてくる。今回は森さんをはじめ独唱の
方々は初めての共演ですし、また違った色の『第
九』になるだろうと楽しみにしています。森さんは、
普段『第九』を歌う時はコンサートですよね。
森　そうですね。『第九』はずっと勉強してきて、
何度も歌わせていただきましたけれども、いつも
新しい発見があって、これまで見えていなかった
世界が開けていくのを感じます。これこそ本当の
名作だけが持つ奥深さだと、実感しますね。私た
ち演奏家の役目は、作品そのものが持つ力を実
際の音にして伝えていくこと。今回は、私たちが
歌う目の前でバレエの世界を展開してくださるの

で、イメージがより具体化することで、音色にして
も言葉にしても、今までとは別の色となって表現
に出てくるのではと、わくわくしています。
熊川　ダンサーと歌手というのは日頃は別世界
にいるけれども、それが一つの舞台で融合され
るわけですからね。バレエと音楽というのは、別も
のじゃなく一つだということを僕は常々感じてい
て。バレエはセリフがない芸術だから、ある意味、
音楽がセリフにならなくてはいけない。もちろん、
音楽には歌詞があって具体的な意味を表すよう
に、バレエにも、特定の意味を示すマイムという表
現手段はありますよ。でも結局、突き詰めていけ
ば、音楽がもうすべてストーリーになっているじゃ
ないかと。我 ダ々ンサーは自分の身体を使って、
音楽そのものを表現していると言っていいかもし
れません。ちなみに、歌手の方にとって、『第九』
のような曲を歌うというのは、オペラとはまた違う
ものですか？
森　どちらにも言えるのは、音楽と言葉というも
のの関係を考えたとき、本当に無限大の可能性
があるということです。たとえば「赤い」という言
葉を聞くとリンゴを連想する方が多いかもしれな
い。でも、ある人はバラの花を思い出し、ある人は
血、愛、情熱と、さまざまなものがイメージされます
よね。一つの言葉もいろんなふうに取ることがで
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きるので、それをある程度、方向づけるものが音
楽かなって。その上で、どのような意味が込めら
れているかを想像し、どのように表現すべきか
……本当に奥深いです。

この絶世のスペクタクル・バレエは
『第九』の常識を超える！
熊川　僕の『第九』には、全楽章を貫くテーマが
あるんですよ。天地創造からの地球をめぐる物
語。第１楽章「大地の叫び」、第２楽章「海からの
創生」、第３楽章「生命の誕生」、第４楽章「母な
る星」となっていて、地球が生まれたところから現
代までの時間が、何倍速もの勢いで出てくる。混
沌の中から生命が誕生し、人類は悲惨な戦争な
どを起こしながら、最後は神の存在に目を開く
……。時空を超えたロマンが『第九』にはある、僕
の思いがそこにあったわけです。実際、振付をし
ているスタジオでも時空を超える感覚がずっとあ
って、ベートーヴェンという偉大なマエストロと創造
の時間を共にして、出来上がっていきました。
森　私たちも、たとえば「この高い一音に込めた
思いはなんだろう」と作曲家に思いを馳せること
があります。そうして一つ一つの音をとらえて、フ
レーズもただなぞるのではなく、どのような色を与
え、どんな響きにすればより美しい形に仕上げら
れるかと心を配ります。さらに今回は、熊川さんが
作品を本当に掘り下げて表現してくださっているの
を目の当たりに歌うわけですから、刺激を受けない
はずはないですよね。これをもっと生かす音色で
歌いたいとか、そういう気持ちは絶対出てくると
思います。

熊川　全体がストーリーっぽくなっていますし、
特に４楽章は、声楽が加わり、コーラスが響いて、
まるでオペラの世界のようだと思いますよ。歌手
の方たちにも、物語を担う一つというふうになって
いただけたらうれしいです。この『第九』の創作
は、怪我をして半年間、舞台に立てなかったこと
が、糧になって大きな力を与えてくれたと思う。振
り返ってみると、自分の中で人間として大きなドラ
マがあったり、困難に立ち向かった時ほど、素晴
らしい作品が生まれているのは確かです。
森　経験が反映されるというのはわかる気がし
ます。やっぱり歳を重ねるごとにいろんなことが見
えてくるように、同じものを歌っていても変わって
いきますから。そして、同じ時間が二度とこないよ
うに、同じ演奏は二度となく、つねに新しい音楽
が生まれている……目の前で音楽が生まれてく
ることを感じることは、本当に素晴らしいし、幸せ
な瞬間。毎日少しずつ宝箱をひも解いていくよう
な、そんな思いで公演に臨みたいと思います。
熊川　僕も、必ず新しい可能性が生まれるから
こそ、踊り続けている。そうでなければ、僕はもう、
とっくにバレエをしなくなっていたでしょうね。今回
の『第九』も、頭では何も変わっていない気がし
ても、実際スタジオで作品と向き合えば確実に見
え方が違うでしょうね。あとは、自分が踊る部分の
振付はちょっと変えようかなとは思ってる。昨年は
復帰というタイミングだったし、自分もどこか手探
り状態で作品の中に入っていたから、今回はもっ
と圧倒的なパワー、“気”を出していきますよ。

取材・文：谷口康雄（産経新聞社）

天才的とも評される音楽感
性により名作を生み出してき
た熊川哲也が、最も信頼を寄
せているオーケストラ。2005
年秋、バレエを中心とした“劇
場”を主な活動場として編成
された。同年冬のKバレエ カ

日本初の本格的なオペラ団体・藤原歌劇団（34年創立）に所
属。NHK招聘イタリア・オペラの全公演、NHKニューイヤー・オペ
ラコンサート等、合唱部独自の活動範囲も幅広い。文化庁芸術
祭オープニング『華麗なるオペラ・ガラの夕べ』、パリ・オペラ座バレ
エ団による『第九交響曲』、ホセ・カレーラス日本ツアーでのラミレ
スの『ミサ・クリオージャ』等で合唱を担当。05年にはEUジャパン

熊川の稀有なる音楽性を熟知した演奏家集団！
［シアター オーケストラ トーキョー］THEATER ORCHESTRA TOKYO

日本のオペラ界をリードする伝統合唱部
［藤原歌劇団合唱部］THE FUJIWARA OPERA CHORUS GROUP

フェストでアイルランドに招かれ、初の海外公演で成功を収めた。
08年はウィーン国立歌劇場来日公演『フィデリオ』、ホセ・カレーラ
ス『モーツァルト・レクイエム』等に出演、好評を博した。オペラの舞
台経験が豊富で、メンバーそれぞれが多彩で高度な総合舞台芸
術に取り組んでいる。

バランシン振付

ンパニー『くるみ割り人形』公演での演奏が各方面より評価され、
以降すべての公演で演奏を務める。2007年1月には、日本での
バレエ音楽指揮者の第一人者として活躍し、バレエ音楽に最も
造詣の深い福田一雄が音楽監督に就任。熊川の芸術性を熟知
した一流の演奏家集団による生演奏の臨場感は、今やKバレエ
公演の魅力の一つとなっている。本年4月には初のCD『熊川哲
也のくるみ割り人形』が発売予定（詳細は裏面）。

芸術監督

最強の共演まもなく！『ベートーヴェン 第九』
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オペラ歌手
熊川哲也　森 麻季

Kバレエ カンパニーとオペラ界のトップ歌手、華麗なる競演！

06年『皇帝ティトの慈悲』のセストで二期会
オペラにデビュー。「題名のない音楽会
21」出演のほか、指揮者ユベール・スダーン
の抜擢により東京交響楽団のモーツァルト
「C-mollミサ」に出演するなど、大型新人誕
生との呼び声も高く、国内外からの期待が
集まっている。本年2月、第19回出光音楽
賞受賞。二期会会員。

03年、名古屋芸術大学特別公演『トゥーラン
ドット』カラフでオペラデビュー。07年『ラ・ボエ
ーム』ロドルフォで藤原歌劇団デビュー。同年、
上海国際芸術祭公演『蝶々夫人』にピンカ
ートンで出演。09年2月『ラ・ジョコンダ』エン
ツォ（藤原歌劇団公演）に出演、大成功を収
める。多くのホールオペラやガラ・コンサート等
にも出演し、今後の活躍が期待されている。

82年アレッサンドリア国際コンクール優勝
し、アレッサンドリア劇場『ドン・ジョヴァンニ』
タイトルロールでオペラデビュー。以後、イタリ
ア、フランス、ドイツ、スウェーデン等で活躍。
フェニーチェ歌劇場主催のオラトリオほか、オ
ペラ・コンサートにも多数出演。92年RAI（イ
タリア国営放送）オーケストラと共演。第16
回ジロー・オペラ賞受賞。藤原歌劇団団員。

04年、宮本亜門演出『ドン･ジョヴァンニ』タイ
トルロールで二期会オペラにデビュー。創造
性とエンターテインメント性にあふれたステー
ジで、つねに観客を魅了している。「題名のな
い音楽会21」などテレビ、ラジオにも多数出
演するほか、オペラの対訳を手掛けるなど多
彩な才能を発揮。08年にはミュージカル『ア
プローズ』にビル役で出演。二期会会員。

第14回イタリア声楽コンコルソ第1位、ミラノ
大賞受賞。第19回ジロー・オペラ賞受賞。87
年『カルメン』ドン・ホセで二期会オペラにデ
ビュー。新国立劇場開場記念『ローエングリ
ン』、二期会『タンホイザー』、東京シティ・フィ
ル『ジークフリート』等、ワーグナーの大作で
主演し、ヘルデンテノールとしての地位を不
動のものとしている。二期会会員。

98年、第11回チャイコフスキー国際音楽コ
ンクール声楽部門で日本人初の第1位受
賞。95年、イタリア・マンツォーニ劇場『リゴ
レット』のジルダでデビュー。03年、ブルガリ
アのソフィア国立歌劇場にて『ランメルモー
ルのルチア』『リゴレット』に主演。本年6月
には『イオランタ』でモスクワ放送交響楽団
と共演予定。藤原歌劇団団員。

佐藤美枝子Mieko Sato＜ソプラノ＞

ドミンゴ世界オペラコンテスト優勝後、ワシン
トン・ナショナル・オペラでアメリカデビュー。
ドミンゴ、アラ－ニャ等の歌手や小澤征爾、
チョン・ミュンフン等の指揮者と共演するな
ど国際的に活躍。07年ドレスデン国立歌
劇場に『ばらの騎士』ゾフィーで出演。09年
8月はエジンバラ音楽祭でヘンデル『リナル
ド』に出演予定。二期会会員。

森 麻季Maki Mori ＜ソプラノ＞

96年ブッセートのヴェルディ・コンクールで
第1位受賞。93年『ルチア』アリーサで藤
原歌劇団にデビュー。97年、ザルツブルク
でモーツァルテウム大学主催ロッシーニの
『小荘厳ミサ』のアルト・ソロ、ロータリー・クラ
ブ主催「イタリア・フェスティバル」でヴェルディ
のオペラ・アリアを歌う。藤原歌劇団団員。

河野めぐみMegumi Kono ＜メゾ・ソプラノ＞

成田勝美Katsumi Narita ＜テノール＞

笛田博昭Hiroaki Fueda ＜テノール＞

折江忠道Tadamichi Orie ＜バリトン＞

宮本益光Masumitsu Miyamoto　＜バリトン＞谷口睦美Mutsumi Taniguchi　＜メゾ・ソプラノ＞

K-Ballet T I M E S
熊川哲也 演出・振付

ステージ界広しといえども、こんな貴重なツーショットはめったにない！
Kバレエ カンパニー芸術監督・熊川哲也と、オペラ歌手・森麻季。
共に日本が世界に誇るバレエ界とオペラ界のトップ・アーティストが
6月、熊川渾身のシンフォニック・バレエ『ベートーヴェン 第九』で初共演！
さらに贅沢に、さらに圧倒的に　　初演からスケールアップする
この超大作で出会える“歴史的瞬間”を見逃すな！



稀代の名カップル、デュランテ×熊川に続くKバレエの新伝説が生まれる！

［ベートーヴェン第九&シンフォニー・イン・Ｃ］［ジゼルGISELLE］
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ジゼル
康村和恵

SHOKO 荒井祐子　

東野泰子

宮尾俊太郎

清水健太

橋本直樹

遅沢佑介

浅田良和

　5月9日（土）の大宮ソニックシティ公演を皮きりに、
Kバレエ カンパニー1年ぶりの全国ツアーがスター
ト。本公演では、ヴィヴィアナ・デュランテと熊川哲也
による世界最高峰のパートナーシップ復活をはじ
め、Bunkamuraオーチャードホールでの東京公演
では2組の大型カップルが新たに登場する。ヒロイ
ン・デビューとなった2006年の『ジゼル』での好演が
プリンシパル昇格という飛躍のきっかけともなった
松岡梨絵にとって、本作はまさに代表的レパートリ
ー。パートナーとなるのは、『白鳥の湖』『くるみ割り人
形』などで主演を重ね、日本テレビ「アナザースカイ」
のMCなど、バレエの枠を超えた活躍でも熱い注目を
集める宮尾俊太郎である。あらゆる経験をダンサー
としての自身の糧としながら飛躍を遂げてゆく宮尾
にとって、今回のアルブレヒト初披露はまさに満を
持しての挑戦。新たな表現の境地を拓く瞬間にぜ
ひ立ち会ってほしい［5月14日（木）］。一方、近年では
『白鳥の湖』オデットに代表される繊細さと叙情性
あふれる役柄での奥深き表現力にも磨きがかかり、
一層の成熟を極める荒井祐子のジゼルに対するの
は、熊川とスチュアート・キャシディに続く男性プリン
シパルとして今やその評価を確固たるものにして
いる世界トップクラスのダンスール・ノーブル清水健
太。テクニックの強靭さにおいても、内面的表現の
豊かさにおいても卓抜した才覚を手にしたふたり
の共演だけに、舞台にもたらす相乗効果とその完
成度の高さは必見だ［5月16日（土）］。

　バランシン作品ではすでに『フー・ケアーズ？』
『セレナーデ』『放蕩息子』の３作品をレパートリ
ーに持つKバレエ カンパニー。このたび新たに上
演するのが振付家初期の最高傑作の一つ『シン
フォニー・イン・Ｃ』だ。1947年、当時パリ・
オペラ座のゲスト振付家であったバラ
ンシンが、その契約期間の終わりにエト
ワールたちのためにと振り付けたこの作品（原
題は『水晶宮（Palais de Cristal）』）は、ビゼー
が17歳のときに作曲した「交響曲 ハ長調」に乗
せて展開する筋書きのないバレエ。全４楽章から
なる音楽それぞれに主役カップル、ソリスト、コー
ル・ド・バレエが登場し、終楽章の全員によるフィナ
ーレは豪奢この上ない美しさで、世界各国の名
だたるバレエ団のレパートリーとしてバレエファン
を魅了している不動の名作である。
　カンパニー初演となる本公演では、豊富なスタ
ーを擁すればこその贅沢な競演が一夜にして堪
能できる。ヨーロッパで愛される現代バレエ界屈指
のミューズであり、バランシン作品でも国際的評価
を受けるSHOKO（ベルリン国立バレエ団プリンシ
パル/Ｋバレエ カンパニーゲスト・プリンシパル）、12
月の出産を経て舞台復帰となった2月の『放蕩息
子』サイレーン役では、圧倒的存在感でKバレエを
代表するプリマとしての健在ぶりを示した康村和恵
をはじめとするトップダンサーたちが続々登場する
のだ！

＜第九＞
［キャストA］第1楽章：清水健太  第2楽章：荒井祐子・松岡梨絵・東野泰子  第3楽章：浅川紫織・宮尾俊太郎  第4楽章：熊川哲也・宮尾俊太郎・遅沢佑介
［キャストB］第1楽章：橋本直樹  第2楽章：副智美・白石あゆ美・東野泰子  第3楽章：樋口ゆり・遅沢佑介 　　 第4楽章：熊川哲也・宮尾俊太郎・遅沢佑介
＜シンフォニー・イン・Ｃ＞
［キャスト I ］第1楽章：SHOKO・宮尾俊太郎   第2楽章：浅川紫織・清水健太   第3楽章：荒井祐子・浅田良和    第4楽章：松岡梨絵・遅沢佑介
［キャストII］第1楽章：SHOKO・宮尾俊太郎   第2楽章：康村和恵・清水健太    第3楽章：東野泰子・橋本直樹   第4楽章：浅川紫織・遅沢佑介

演奏：THEATER ORCHESTRA TOKYO 指揮：福田一雄／井田勝大

「熊川哲也のくるみ割り人形」
チャイコフスキー「くるみ割り人形」作品71（全曲）＝熊川版＝
指揮：井田勝大／ 演奏：シアター オーケストラ トーキョー
KICC-730/1　定価：3800円（2枚組）
制作・発売元：ＴＢＳ／キングレコード／販売元：キングレコード

主催：TBS／神奈川芸術協会（横浜公演）／神奈川県民ホール（横浜公演）後援：（財）埼玉県産業文化センター（大宮公演）オフィシャルエアライン：ANA　制作：K-BALLET COMPANY／TBS

［予約・お問い合わせ］チケットスペース03-3234-9999 http://ints.co.jp/

［チケット取り扱い］TBSオンラインチケット http://www.tbs.co.jp/kumakawa（東京・大宮）チケットスペース 03-3234-9999　
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード：大宮・東京392-952 /横浜 392-874） 
ローソンチケット 0570-000-407/0570-084-003（Lコード：東京・大宮 33703/横浜33705）
CNプレイガイド 0570-08-9999   イープラス　http://eplus.jp/kumakawa/ （パソコン・携帯）
Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（オーチャード公演のみ） 神奈川芸術協会 045-453-5080（横浜公演のみ）
県民ホールチケットセンター045-662-8866（横浜公演のみ）ソニックシティちけっとぽーと048-647-4001（大宮公演のみ）

＜CDについてのお問い合わせ＞
 キングレコード株式会社 
ストラテジックマーケティング本部 03-3945-2123

［チケット取り扱い］チケットスペース 03-3234-9999　TBSオンラインチケット http://www.tbs.co.jp/kumakawa　
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード：392-953）ローソンチケット 0570-000-407／0570-084-003（Lコード：33704）
CNプレイガイド 0570-08-9999  http://www.cnplayguide.comイープラス http://eplus.jp/　（携帯&パソコン）Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999

［全国公演の日程および詳細］ http://www.k-ballet.co.jp/
◎キャスト予定は2009年3月25日現在のものです。出演者の病気や怪我など、やむを得ない事情により変更となる場合があります。最新のキャスト情報はhttp://www.k-ballet.co.jp/にてご確認ください。なお、公演中止の場合を除き、実施するすべての公演に関して、キャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、公演日や券種の変更は原則
としてお受けできませんので、あらかじめご了承ください。◎公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいたしかねます。◎未就学児童の入場はお断りいたします。5月14日（木）、16日（土）公演は5歳以上の方の入場が可能です。但し、お席は必要です。◎演出上開演後の入場は制限させていただく場合があります。

日程・
開場／開演

会場

料金

ジゼル
アルブレヒト
ヒラリオン
ミルタ

神奈川県民ホール

宮尾俊太郎
遅沢佑介 遅沢佑介

熊川哲也

S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥ 9,000
C席￥　7,000

熊川哲也

Bunkamuraオーチャードホール

熊川哲也

S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

熊川哲也

S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

熊川哲也

S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

S席￥12,000
A席￥10,000
B席￥ 8,000
C席￥　6,000

清水健太

S席￥12,000
A席￥10,000
B席￥ 8,000
C席￥　6,000

S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

5／19（火）
18：00／18：30  

5／13（水）
18：00／18：30  

5／14（木）
18：00／18：30  

5／15（金）
18：00／18：30  

5／16（土）
13：30／14：00  

5／17（日）
13：30／14：00  

5／12（火）
18：00／18：30  

熊川哲也

浅川紫織 浅川紫織 浅川紫織 浅川紫織松岡梨絵

松岡梨絵 荒井祐子V・デュランテV・デュランテ

S・キャシディ

V・デュランテ

S・キャシディ
樋口ゆり

V・デュランテ

S・キャシディ
松根花子

V・デュランテ

S・キャシディS・キャシディ
松岡梨絵

V・デュランテ

S・キャシディ

大宮ソニックシティ大ホール

S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000
C席￥　8,000

5／9（土）
16：30／17：00  

日程・
開場／開演

バレエ

料金

出演

演奏・合唱

独唱

6／11（木）
18：00／18：30  

6／12（金）
18：00／18：30  

6／13（土）
18：00／18：30  

6／13（土）
13：30／14：00  

6／14（日）
13：30／14：00  

A

I I III II

AB B A
森麻季（ソプラノ）
谷口睦美（メゾ・ソプラノ）
笛田博昭（テノール）
折江忠道（バリトン）

森麻季（ソプラノ）
河野めぐみ（メゾ・ソプラノ）
成田勝美（テノール）
宮本益光（バリトン）

森麻季（ソプラノ）
河野めぐみ（メゾ・ソプラノ）
成田勝美（テノール）
宮本益光（バリトン）

佐藤美枝子（ソプラノ）
谷口睦美（メゾ・ソプラノ）
笛田博昭（テノール）
折江忠道（バリトン）

森麻季（ソプラノ）
河野めぐみ（メゾ・ソプラノ）
成田勝美（テノール）
宮本益光（バリトン）

佐藤美枝子（ソプラノ）
谷口睦美（メゾ・ソプラノ）
笛田博昭（テノール）
折江忠道（バリトン）

THEATER ORCHESTRA TOKYO・藤原歌劇団合唱部

全日共通　S席 ￥19,000  A席￥15,000  B席￥11,000（税込）  

ベートーヴェン
第九

シンフォニー・
イン・C

Bunkamuraオーチャードホール会場

TBS系列放送・
お昼の新情報番組

（月～金／
午前11時～午後3時）

宮尾俊太郎密着ドキュメント
5月上旬放送予定

5月14日（木）
（ジゼル）松岡梨絵×宮尾俊太郎（アルブレヒト）

驚異の音楽的感性で名作の数 を々生み出してきた芸術監督・熊川
哲也が誇る最高傑作『くるみ割り人形』が、ついにCDになった！これ
までに世界各国で発売されてきた『くるみ～』CDと一線を画するの
は、熊川版独自のスコアを使用している点ばかりではない。制作に
あたって熊川は自ら監修を務め、Kバレエ公演でもおなじみ「シアタ
ー オーケストラ トーキョー」とのセッションレコーディングを敢行。2
日間にわたる全曲の録音に立ち会い、芸術監督として、またダンサ
ーとしての視点からテンポや音楽表現に至るすべてを直接指示す
ることで、舞台の演出イメージに徹底してこだわった音づくりを実現
したのだ。世にバレエ音楽のCDは多々 あれど、バレエダンサーの監
修による録音はまさしくこれが世界初。従来の発想を超えたアプ
ローチで生まれたそのサウンドに耳を傾ければ、そこには「バレエが
聴こえてくる」という新たな感動体験が待っているはず！　

目を瞑るとそこには最高の情景̶̶“バレエを聴く”
熊川版古典バレエの一大傑作
『くるみ割り人形』がついにCDとして発売!!

5月16日（土）
（ジゼル）荒井祐子×清水健太（アルブレヒト）

CDの発売を記念して、熊川哲也によるトークショーおよび握手
会を開催いたします。熊川が若き俊英指揮者・井田勝大と共に
CDのレコーディング秘話と『くるみ割り人形』の魅力を生で語る、
またとない機会をお見逃しなく！

●出演：熊川哲也、井田勝大（指揮者）
　司会：広重玲子（TBSテレビアナウンサー）
●日時、場所等の詳細は 
　http://www.k-ballet.co.jp/ にて近日発表。

進化する肉体̶̶浅田良和、デビュー！　　　　『シンフォニー・イン・Ｃ』

6/11（木）・13（土）・14（日）
出演決定！

Symphony in
シンフォニー・イン・C メインキャスト

　そんなスターそろい踏
みの主演キャストに名を連

ねているのが、20歳の新人・浅田良和。ユ
ースアメリカ・グランプリ日本予選シニア第1位、

NBA全国バレエコンクール高校生の部第1位な
ど数々のコンクールで受賞を重ね、少年時代から将来

を嘱望されていた浅田は、この3月、Ｋバレエ カンパニーに
ソリストとして入団し、プロとしてのスタートを今ようやく切ったばか
り。にも関わらず、本公演での抜擢に踏み切ったのは、まさしく実
力主義の芸術監督・熊川ならではの采配に他ならないが、その
理由を観客はこの舞台で瞬時にして悟るに違いない。20歳とは
思えぬほどの完成された筋肉によって形作られているフォルムの
整った脚は、まるで芸術性の高い彫刻を見るよう。そして、いかな
る動きの中でも圧倒的に目を奪うのがこの爪先の美しさ！ それは優
れたテクニックの中にエレガンスとパワーが同居する彼の踊りを引
き立たせ、生まれながらにダンサーとしての資質を備えた選ばれし
存在であることを物語っている。彗星のごとく現れたこの新時代
の才能から、もう目が離せない！

浅川紫織 松岡梨絵

Phtographs by Nobuo Yano/Ayumu Gombi /Shunki Ogawa

『熊川哲也のくるみ割り人形』CD発売記念イベント開催決定！


