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【第1部】「スペイン名曲集」

出演者： 12 名 積載量： 4 t

スタッフ: 18 名  車   長： 8.64 m

合　 計： 30 名  台   数： 2 台

演出／構成／振付　平富恵
①スペイン名曲メドレー
②サパテアード　（作曲：サラサーテ)

～サパテアード(靴音)でリズムを刻む
③劇場ってどんなところ？

～スタッフの仕事
～「スペイン舞踊」と「フラメンコ」の違い
～カスタネット解説・実演

※④アラゴネサ　（作曲：ビゼー）
～「カルメン」より　※学校規模により④選択

制
※④火祭りの踊り　（作曲：ファリャ）

～「恋は魔術師」より
物語性のあるスペインを代表する作品を
舞踊団と一緒に児童生徒の皆様が共演し

ます
⑤フラメンコの解説＆体験コーナー

ギター・歌・打楽器の実演。ダンス体験

⑥ムヘレス
～女性たちの一生を描く

⑦タクトゥタ
～“人の矛盾”を表現。

⑧デリリオス・イベリコ
～スペイン舞踊からフラメンコへ

⑨リトモ イ コンパス［シギリージャ］ 
～カホンとカスタネットの絶妙な掛け合い

⑩ファンタシア［グァヒーラ］
～フラメンコの扇を使った代表曲

⑪聖アナ教会のろうそく［ガロティン］
～帽子で踊るモダンで粋なフラメンコ

⑫アレグリアス
～港町の美しい情景を歌う明るく楽しい曲

演目選択理由

(制作団体以外が所有する
事項が含まれる場合)

許諾状況

出演者

児童・生徒の共演、
参加又は体験の形態

⑬わくわくde フィエスタ
～情熱的なフィナーレ

・個人技の対決（情熱がメラメラ！）
・代表児童によるカホン・ダンスの披露
・アンコールは、会場全員によるダンスで感動のフィ
ナーレ！

共演曲、代表による演奏・ダンスだけではなく、
会の司会進行なども、子供たちにご参加いただければ
と考えております。

対象

企画名

本公演演目

原作/作曲
脚本

演出/振付

演目概要

中学生小学生(低学年)

小学生(中学年)

小学生(高学年)

○

スペイン舞踊「夢、フラメンコの粋と情熱」

○

○

○

わくわく体験！スペイン舞踊・フラメンコの情熱世界

A区分・B区分・C区分共通

No.2(実演芸術)

公演・ワークショップの内容 平富恵スペイン舞踊団【公演団体名

【第2部】「情熱のフラメンコ」

公演時間（９０分）

機材等
運搬方法

著作権

公演出演予定者数
(1公演あたり)

【舞踊家】平富恵、菊池和緒子、宮北華子、久保田晴菜、永田健、土方憲人、松尾美香、西垣美歌、濱野紗帆
【ミュージシャン】小松美保、石塚隆充、柴田亮太郎

フラメンコだけではなく、スペイン舞踊もレパートリーとした、日本では数少ない舞踊団として多くの劇場公演に出演しております。
コンクール等で実績を積んだ若手も多数活躍し、フラメンコの普及活動に努めております。
学校公演事業では、それぞれの個性を生かした踊りや演奏が高い評価を得ており、子供たちに「夢」を与える存在であり続けられるよう、
日々トレーニングを重ねています。

【第1部】
●始まりは、暗闇。幻想的な照明と共に、薄明かりの中に衣装が浮かび上がる。スペインを代表する名曲とともに、場内を一気に舞台の世
界へと引き込みます。スペインのクラシック名曲を繋いだ舞踊団の名作を披露します（東京都選出の都民フェスティバル出品作品）
●導入は、壮大なスペイン舞踊を伝統的なドレスに、ショールとカスタネットの小物を用い披露します。以降、様々な小物や衣装で、バラエ
ティに富んだスペイン舞踊の主要スタイルを網羅し、鑑賞できるように上演します。
●途中に、フラメンコについての解説と体験コーナーをはさみます。実際にパルマ（手拍子）とハレオ（かけ声「Ole!」の発声）、足打ちやダン
スの体験して頂き、音楽コーナーでは、プロのミュージシャンがわかりやすく実演＆解説をします。

【第2部】
●フラメンコにおいて、特に重要なナンバーを選曲し、ギター・歌・舞踊が持つ独特の迫力と醍醐味を実際に味わって頂きます。
各曲には、それぞれテーマを持たせ「夢」「絆」「愛」「人生」など、低学年でも決して飽きることなく、また「人間模様」をテーマにした大人向け
同様の曲も配置し、物語を想像する力を養います。
●後半は、クアドロ・フラメンコという形式の舞台です。出演者が、クアドロ（額縁の絵）のように、全員舞台に着席しているスタイルで、パルマ
（手拍子）と掛け声で場を盛り上げます。フラメンコ舞台の代表的な披露形式です。
●最後は、代表生徒の舞台パフォーマンスと、生演奏をバックに、全員でのアンコールダンスを体験し、「みる・きく・やってみる」と五感をフ
ル活動させる内容です。

●2009年から上演する舞踊団作品「エル・スエニョ（夢）」シリーズを、学校公演事業版に改良しております。
この公演は、2010年文化庁芸術祭賞を受賞し、実績を重ね高評価を頂く自信作です。児童生徒には、分かりやすく、親しみやすく、楽しく
参加ができる内容です。
●この公演では、フラメンコの持つパワーに触れ、踊りや音楽を感じる心を養い、生の舞台芸術の迫力を体験いただけます。
●子供たちの興味の方向性は千差万別ですが、踊りだけではなく、プロのミュージシャンによる生演奏、照明・音響・美術などの舞台スタッ
フによる仕事、スペイン文化や歴史・スペイン語など、様々な角度から公演を楽しんでいただけるようになっております。
●英語圏の文化だけではなく、スペイン語圏の文化を知り・感じることで、広い視野を持ち、将来重要になるユニバーサル性、多様性を兼ね
備えた人材育成の一助となります。
●多彩なプログラムにより、この舞台芸術が、忘れ難い体験の一つとなること、そして「夢」の続きを担う次代の芸術家・芸術に携わる人材が
現れるきっかけになることを願っております。

●全員参加のフラメンコ体験 

前半で、パルマ（手拍子）、ハレオ（かけ声)、足打ち、ダンスに全員参加していただきます。
実際に体を動かすことで、表現する喜びを感じます。またその後のフラメンコ鑑賞では、それぞれが興味を持ったり、難しいと感じた項目に着眼して鑑
賞するようになり、飽きずに集中して公演を楽しむことができるようになります。
後半の「わくわく・de・フィエスタ」で代表児童が発表後、前半で体験したダンスを活かし、全員で、生演奏をバックに足打ち＆手拍子ダンスでフィナーレ
を飾ります。
●代表児童によるダンス・カホンの披露 

代表児童15名ほどを選出し、本公演のラストに生演奏に合わせてダンスやカホン演奏を発表していただきます。
また、1部の「火祭りの踊り」では、舞踊団との共演が可能です。(児童・生徒の人数などを考慮し、学校のご希望により選択可能です。)
フラメンコの衣装や小物を身に着け、舞台でライトを浴びて発表する経験、感じた達成感は一生ものです。
 代表にチャレンジできなかった子供たちにも、「次はぜひ立候補して挑戦したい」などの積極性をもたらしております。

○ 制作団体が所有
制作団体以外が所有する事項が

含まれる















ID 分野 舞踊 種目 現代舞踊 ブロック F 区分 A区分

公演団体名 制作団体名

① 会場条件等についての確認
応相談

必要数＊ 2室 可

4tトラック 2台 2ｔトラック 1台 不可

大型バス 1台 可

可

可

可

可

幅 高さ 可

可

なし 指定学年＊ 可

可

可

不可

幅 15m 奥行 9m 高さ - 可

不可

可

緞帳＊ バトン＊ 可

要 理由 可

要 可

－

可

ー －

応相談

可

バスケットゴールの設置
状況＊

格納されていれば可

舞台袖スペースの確保＊

不要 不要

300-400名程度。（体育館の大きさによる。合同開催等で、劇場施
設などが利用可能な場合には、鑑賞人数を増やすことも可能。)

WSについて

不要ピアノの事前調律＊

遮光(暗幕等)の要否＊ 演出上の理由による

ステージ上・フロアの両方

鑑賞可能人数

会場設営・本公演・メインプログラム
の所要時間

※「出演希望調書」内「会場設営の所要時間
(タイムスケジュール)」の目安を御参照ください。

【令和4年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－実施条件等確認書①】

平富恵スペイン舞踊団 有限会社　マジェスティック

控室について

項目

条件

キャスト(女性・男性)の着替え・衣装準備のための控
室を２部屋希望。
・できるだけ会場(体育館)に近い、同じ階のお部屋。
・うち1室は、衣装準備で行業務用アイロンを使用す
るため、家庭科室・理科室など電圧に問題がない部
屋。または、隣の部屋から電気を引っ張ってこられる
部屋。(目安：２ブレーカー必要）
・カーテン・つい立て・模造紙等で、着替えのための
目隠しを希望。
・部屋の掃除のお願い。(裾の長い衣装などの保護
のため、事前に部屋の床と机の清掃をお願いいたし
ます。)

F82

必要条件等

可

来校する車両の内，横づけが必要な車両の大きさ
車長10m/車高3.8m
　　4tトラック2台(大道具・照明・音響機材)、
　　2tトラック1台(電源車)

搬入について
搬入車両の横づけの要否＊

横づけができない場合の搬入可能距離＊

要

舞台設置場所＊

舞台設置に必要な広さ
単位：メートル

体育館の舞台を使用
する場合の条件

要

当方の電源車にて対応

会場規模と鑑賞可能人数は、上記条件の前後で対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

その他特記事項

公演に必要な電源容量

指定位置へのピアノの移
動＊

※指定位置は会場設置図面
に て御確認ください。

ピアノの調律・移動の
要否

（調律費・移動費は経
費対象外です）

フロアを使用する場
合の条件

舞台袖スペースの条件＊ 舞台袖に荷物がない状態

1.5m

30m以内

上記車両について「応相談可」の場合，内容詳細
大型バスが入校不可の場合は、学校近くの車
道にて乗降可能です。

多数のコンパネ板、舞台美術などの大道具と、
照明・音響機材を半有するため。

コンクリートの、できるだけ階段のない経路

設置階の制限＊
2階以上不可
(大型エレベーターの設置等があれば2階以上も可)

搬入経路の 低条件

1.8m

理由

来校する車両の大きさと台数＊

搬入間口について
単位：メートル

参加可能人数

学年の指定の有無＊

所要時間の目安
単位：分

80名程度まで(場合によっては100名等も可能です。応相談)

90分程度

小学生 中学生

本公演について



幅 高さ

※搬入に関する条件の詳細については、図面上の表にて御確認ください。

要

会場図面(表記単位：メートル)

1.5m 1.8m

30m以内

搬入間口について

搬入車両の横づけの要否

横づけができない場合の搬入可能距離

体育館の舞台

舞台袖舞台袖

間口

設置舞台
(広さに応じ舞台を設置いたします)

6.3ｍ

2～3ｍ

後方

トラック

設置舞台
(広さに応じ対応いたします)

15ｍ

スペースの

確保が必要

スペースの

確保が必要

ピアノ

設置位置

鑑賞位置

照明卓

パネル

体育館

舞台

体育館

フロア

パネルパネル

パネル

音響卓

舞台袖にスペースがな

い場合、当方でフロアに動

かす場合もございます。
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