
ドリフターズ・
サマースクール
今年も間もなく開校！
いよいよ受講生募集開始

2012

2010 年から毎夏開校し、多分野を横断した実験的な表現に各分野から注目があつまる「ドリフターズ・サマースクール」が、今夏も開
校します！ダンス、建築・空間美術、ファッション、宣伝・制作の 4 つのコースが最後に行う最終成果発表に向けてクリエーションを
行う実線的なワークショップです。
演劇界の芥川賞と言われる第 56 回岸田戯曲賞を受賞したダンサー・振付家の矢内原美邦や、建築的な発想を軸にプロダクトや空間イン
スタレーション、展示会場構成や舞台美術をてがけるトラフ建築設計事務所、また＜FUGAHUM＞の山本亜須香、＜途中でやめる＞の山
下陽光など、ボーダレスな活動を展開するプロフェッショナルのクリエイターが集結し、講師を努めます。いろんなジャンルの表現と
出会いたい人、プロフェッショナルとともに作品を作り上げたい人、プロフェッショナルの表現者を目指す人 .... 経験不問！創作意欲溢
れるクリエイターを大募集します！！

平素よりお世話になっております。今夏、ドリフターズ・サマースクールを開催する運びとなりました。つきましては、ドリフターズ・
サマースクールのプレスリリースをお送りいたします。ひとりでも多くの方にご興味をお持ちいただけましたら幸いです。情報掲載の
ほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

主催：NPO法人ドリフターズ・インターナショナル　助成：公益財団法人セゾン文化財団　 協力：株式会社ナカダイ、急な坂スタジオ

【情報掲載に関するお問い合せ】NPO法人ドリフターズ・インターナショナル　（担当：兵藤 )
　　　　　　　　　　　　　　　info@drifters-intl,org　　tel&fax ：03-6804-5615（オフィス引っ越しに伴い 5/24 以降は 03-6447-1062 ） 

web : http://drifters-intl.org
facebook : http://www.facebook.com/DRIFTERS.INTL　　Twitter：＠drifters_intl

【講師】　ダンス　　　　　： 　Nibroll（矢内原美邦・カスヤマリコ）
　　　　建築・空間美術　：　トラフ建築設計事務所（鈴野浩一・禿真哉）、森純平
　　　　ファッション　　：　山本亜須香（FUGAHUM）、山下陽光（途中でやめる）
　　　　宣伝・制作　　　：　石黒宇宙（gm projects）、奥野将徳、竹形尚子（デイリープレス）
　　　　　　　　　　　　　　宮村ヤスヲ、山城大督（STUDIA）

【受講申し込み締切】

　ダンス、建築・空間美術、ファッションコース　：　7月 13 日 ( 金 ) 必着
　　　　　　　　　　　　　　宣伝・制作コース　：　7月   5 日 ( 木 ) 必着



2012ドリフターズ・サマースクール　カリキュラム
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2
自分の表現分野以外の人とディスカッションし、刺激を与え合います。

キックオフレクチャー

プレゼンテーション(1)　試演会

プレゼンテーション(2)　合同プレゼンテーション

最終公演

全コースでクリエーションテーマについてディスカッションし、
最終公演でどんなことを表現するかアイデアを出し合います。

アーティストやクリエイター、批評家を招いて、公開リハーサルを
行い、フィードバックを得ます。

各コースがこれまでのクリエーション成果を発表し、
最終公演の方向性を決定します。

お客さんにむけて公演作品を発表します。
会場：象の鼻テラス

最終公演に向けてクリエーションを行います。

象の鼻テラスへの搬入や仕込みも自分達で行い、作品をつくりあげ、
全３回の公演を行います。

6

講師だけでなく、創作過程を知らない外部から批評を
受けることで、自分達の創作を客観視し、ブラッシュアップしていきます。

5

全10 回のコース別授業

スタジオを開放。
授業がない日でも自由にスタジオを利用できます。

4

アイディアを出し合い、講師からのフィードバックを
得て、精度を高めてゆきます。

3

1 サマースクールと連携して行われるサマーレクチャー（10 回程度予定）を無料で受講可能。
　　　第一回「新しい学びの場」　山田うん（ダンサー・振付家）×藤原徹平（建築家）
　　　　　　　　　　　　　　  　日時：6月23日 ( 土）18:00～　　会場：SNAC　



2012講師 プロフィール

ダンスコース：Nibroll　（矢内原美邦・カスヤマリコ）

建築・空間美術コース

ファッションコース

宣伝・制作コース

矢内原美邦　1997 年、各分野で活躍するアーティストを集めたパフォーミ
ング・アーツカンパニー「ニブロール」を結成。代表兼振付家としての活動を始める。05年、

吉祥寺シアターのこけら落とし公演を契機に「ミクニヤナイハラプロジェクト」を始動、

劇作・演出を手がける。第 52 回岸田國士戯曲賞最終候補作品となるなど、演劇／ダン

スの両分野で高い評価を得ている。舞台作品を平行してビデオアート作品の制作を始め、

OffNibroll 名義で映像作家の高橋啓祐とともに活動し、世界各地の美術展に招聘されてい

る。

山本亜須香　（ＦＵＧＡＨＵＭ）　00 年 ( 株 ) ヨウジヤ

マモト入社、ファムにて縫製部・パタンナー部に所属。06 年退社後、FUGAHUM のデザ

イナー、パタンナーとしてブランドを立ち上げる。日本、香港、上海、北京、台湾で商

品を展開。2010 年「the Prodigy」のワールドツアー衣装を制作。個人活動としては、

VANILLA　BEANS の CM,PV,CD ジャケット衣装制作、Perfume をはじめ、多くのミュー

ジシャン・俳優の衣装提供・スタイリングも手掛けている。

石黒宇宙（gm projects）　2005 年から graf のアート、音楽、

カルチャー全般を扱う部署 graf media gm に所属。株式会社 bluemark でのインターン

を経て、現在は gm projects に所属、ウェブサイトのディレクション、制作を中心に活動。

近年手掛けたものは東京国立近代美術館PRサイト、チェルフィッチュ「ゾウガメのソニッ

クライフ」特設サイト、港のスペクタクル 2011、乾久美子建築設計事務所、蓮沼執太など。

奥野将徳　舞台芸術の企画・制作。プリコグ／ドリル所属。広告代理店勤務

を経て、2005 年よりプリコグメンバーとして、「吾妻橋ダンスクロッシング」「ニブロール」

「ミクニヤナイハラプロジェクト」「康本雅子」「ASA-CHANG& 巡礼」などの制作を担当

する他、個人的に「ほうほう堂」の制作を務める。

竹形尚子（デイリープレス）　75 年東京都出身。daily 

press 主宰。98 年アニックアソシエイツ入社。プレス担当。00 年イーアンドワイ入社。

企画部にて NY からのデザイン飲料の日本戦略、プレス、営業を担当。2003 年 7 月　川

村美帆氏と共にデイリープレスを立ち上げる。

山城大督（STUDIA）　1983 年大阪生まれ。美術家。映像ディレク

ター。岐阜県立国際情報科学芸術アカ デミー（IAMAS）修了、京都造形芸術大学芸術学

部卒業、山口情報芸術センター ［YCAM］勤務、 東京藝術大学映像研究科博士後期課程在

籍。映像メディアを用 いて、その場でしか体験できない《時間》を作品として展開する。

アーティストユ ニット Nadegata Instant Party（中崎透＋山城大督＋野田智子）メンバー。

宮村ヤスヲ　 1973 年熊本県生まれ。東京造形大学卒業後、株式会社サル

ブルネイ勤務を経て独立。展覧会や公演のアートディレクション、ロゴタイプ、ブック

デザイン、CD・DVD パッケージデザインなどを中心に幅広く活動中。パフォーマンス

集団＜悪魔のしるし＞ではトータルデザインを担当。

山下陽光　（途中でやめる）　「途中でやめる」デザイナー。
パフォーマンスグループ「トリオフォー」在籍。2005 年「素人の乱」を松本哉と高円寺

にオープン。駅構内の標識案内をガムテープで製作していた警備員の佐藤修悦さんによ

る“修悦体”を発見したり、ギャラリーMAKIにて個展「大チョロズムパノラマワールド展」

を開催。2009 年広島現代美術館でグループ展を開き、『美術手帖』で特集される。2011

年「原発やめろデモ」で司会を担当。渋谷や表参道にて「途中でやめる」の服を取り扱い中。

トラフ建築設計事務所 （鈴野浩一、禿真哉）
鈴野浩一 ( すずの こういち ) と禿真哉 ( かむろ しんや ) により 2004 年に設立。建築の設

計をはじめ、ショップのインテリアデザイン、展覧会の会場構成、プロダクトデザイン、

空間インスタレーションやムービー制作への参加など多岐に渡り、建築的な思考をベー

スに取り組んでいる。

森純平　1985 年マレーシア生まれ。2011 年東京藝術大学大学院建築科卒業、

在学時より建築から時間を考え続け、舞台美術、展覧会、コンサート等状況を生み出す

現場に身を置きつづける。主な作品に alice( ナントビエンナーレ )、引戸庵、マイタワー

クラブ、おっとり社 (ottr.cc ) の企画運営など。

カスヤマリコ　7 歳よりクラシックバレエをはじめる。'99 年よりベル

ギーに留学、Hoger instituut voor Dans１年修了、その後カナダに移る。'02 年 School 

ofToronto dance Thatre 卒業。ヨーロッパ～北アメリカに渡りコンテンポラリーダンス

を主とし様々なダンスを学ぶ。帰国後はNibroll、Co. 山田うん、加藤みや子ダンススペー

ス、タバマ企画等で国内、海外ツアー公演に出演。'07 年文化庁海外研修員としてドイツ

へ留学。



2012ドリフターズ・サマースクール 2012　開催概要

■講師
　ダンスコース　　　　　 ：Nibroll（矢内原美邦、カスヤマリコ）
　建築・空間美術コース　：トラフ建築設計事務所（鈴野浩一、禿真哉 )、森純平
　ファッションコース　　：山本亜須香（FUGAHUM）、山下陽光（途中でやめる）
　宣伝・制作コース　　　  ：石黒宇宙（gm projects）、奥野将徳、竹形尚子 ( デイリープレス )、宮村ヤスヲ、山城大督 (STUDIA)　 

■期間　　
　ダンスコース　　　　　：７月 20 日（金）～９月 30 日（日）
　建築・空間美術コース　：７月 28 日（土）～９月 30 日（日）
　ファッションコース　　：７月 28 日（土）～９月 30 日（日）
　宣伝・制作コース　　　：７月 12 日（木）～９月 30 日（日）

■会場
　ワークショップ会場　：森下スタジオ　（東京都江東区森下 3丁目 5‐6）
　　　　　　　　　　　　急な坂スタジオ　（神奈川県横浜市西区老松町 261 旧老松会館）
　公演会場　        ：象の鼻テラス　（神奈川県横浜市中区海岸通１丁目）

■受講申し込み方法
　申し込み〆切 ： 宣伝・制作コース＞7月 5日（木）必着
　　　　　　　　ダンス、建築・空間美術、ファッションコース＞7月 13 日（土）必着
　下記項目を自由書式で info@drifters-intl.org までお送り下さい。
　氏名（ふりがな）、住所、電話番号（携帯電話）、年齢、性別、経歴、志望コース、志望理由（400 字以内）
　（ダンスコースのみ：身長、本人写真）

■応募条件
　創作意欲のある方。全日程に参加できる方。　※予定人数に達した際、先行する場合がありますのでご了承ください。
　　　ダンスコース　 ：身体表現を将来的にやっていきたいと考えている方／ダンス、舞台経験不問／年齢、性別不問
　　　建築・空間美術コース　：図工が得意な人（得意と思っている人）
　　　ファッションコース      ：経験不問　
　　　宣伝・制作コース  ：創作意欲のある人／ホームページやチラシを実際に作成したい人／広報活動に興味のある人

■受講料
　ダンスコース：50,000 円　　　　　建築・空間美術、ファッション、　宣伝・制作コース：36,000 円　　　
　　　※ワークショップ全 10 回 +ディスカッション+公演 +レクチャー（回数未定） + スタジオでの自習 &クリエーション

■クレジット
　主催：NPO法人ドリフターズ・インターナショナル
　協力：株式会社ナカダイ、急な坂スタジオ　助成：公益財団法人セゾン文化財団

■お問い合わせ
　　NPO法人ドリフターズ・インターナショナル（担当：兵藤）
　　Mail : info@drifters-intl.org　　　Tel&fax : 03-6804-5615 （オフィス引っ越しに伴い 5/24 以降  03-6447-1062 ）
　　Web：http://drifters-intl.org/　　facebook：http://www.facebook.com/DRIFTERS.INTL　　twitter：@drifters_intl

ドリフターズ・インターナショナルとは？　都市の隠れた回路を探り出す「漂流」というアイデアに刺激を受け、中村茜、金森香、
藤原徹平の 3人の理事が設立しました。建築・パフォーマンス・ファッション・アートなど様々なジャンルから流れてくる、エネルギッ
シュな表現の出会いの場を作り出し、ダイレクトかつメトロポリタンで、ポップかつまじめなシーンを、ぱたぱたと近所の路地裏か
ら実現させ、あるいは海外に漂流させ、また海外のまだ見ぬ表現を日本まで漂流させるような事件を作り出します。
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