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11:00-12:00 青山周辺（予定）

山彦さんへ 小さくなったり大きくなったりします！ 1 事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契 高良真剣 村井祐希 濵田明李　キュレーター Aokid

16:30-18:30 スパイラルホール
病める舞姫をテクストに、ヒジカタ meets スパイラル
振付・出演 前後（神村恵＋高嶋晋一） 久保田舞 坂藤加菜　キュレーター 西村未奈

11:30-12:15 スパイラルホール ホワイエ（集合場所、そこから移動）

忘れ物ビーチツアー 館内コース 事前予約制

ツアーガイド 篠田千明　キュレーター 福留麻里

13:00-13:45 スパイラルホール ホワイエ
Again もういちど hello こんにちわ
出演 Aokid

19:00-20:00 青山周辺（予定）

山彦さんへ 小さくなったり大きくなったりします！ 2 事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契 高良真剣 村井祐希 濵田明李　キュレーター Aokid

22:00-22:40 オンライン（zoom） 無料・事前予約制
山彦さんへ 小さくなったり大きくなったりします！ 3 
アーティスト よだまりえ 松丸契 高良真剣 村井祐希 濵田明李　キュレーター Aokid

13:00-14:30 スパイラルホール
未来アナーキー
振付・出演 敷地理 スペースノットブランク　キュレーター 山崎広太

※出演者変更について
「未来アナーキー」に出演を予定していた 関かおり は、都合により出演キャンセルとなりました。

18:30-20:00 スパイラルホール
ダサカッコワルイ・ダンス
振付・出演 Aokid 小暮香帆 後藤ゆう 鶴家一仁 宮脇有紀 モテギミユ 山口静
キュレーター 山崎広太

※出演者変更について
「ダサカッコワルイ・ダンス」に出演を予定していた 島地保武 は、怪我のため出演キャンセルとなり、
山崎広太が出演いたします。

14:30- スパイラルホール　出演 七里組　監督 七里圭

The embryonic sound of film ̶̶映画の胎動音 事前予約制

15:00-16:30 スパイラルホール ホワイエ
のぼったりおりたりワークショップ 事前予約制

講師 Aokid よだまりえ 木内俊克

19:50- スパイラルホール ホワイエなど
時報レシピ～様々な土地で
レシピセレクト 木村覚　参加メンバー 大道寺梨乃（イタリア）
小川真帆（NY／東京） 他　キュレーター 福留麻里

15:00-15:30 スパイラルホール
見えないダンスの実況中継
アーティスト 手塚夏子（遠隔出演）　キュレーター 西村未奈

15:30-16:30 スパイラルホール
over boundaries〈ダンス篇〉手塚夏子×梅田宏明
トーク 手塚夏子（オンライン出演） 梅田宏明　キュレーター 西村未奈

11:00-20:00

ホール 山崎成美｜紙を通り過ぎた馬　永田康祐｜Sierra　ホワイエ 木内俊克｜surface　神村恵｜STREET MUTTERS 〈青山編〉
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12:50- スパイラルホール ホワイエなど
時報レシピ～様々な土地で
レシピセレクト 木村覚　参加メンバー 大道寺梨乃（イタリア） 小川真帆（NY／東京） 他　キュレーター 福留麻里
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12:00-13:00 青山周辺（予定）

山彦さんへ小さくなったり大きくなった
りします！ 4 事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契
高良真剣 村井祐希 濵田明李
キュレーター Aokid

11:00-12:00 スパイラルホール ホワイエ

Try Dance Meeting 1 事前予約制
参加者 Aokid そこに参加してくれる人

13:00-14:30 スパイラルホール ホワイエ

たくみちゃんのインプロヴィゼーション・
メソッド ワークショップ〈青山編〉事前予約制　
講師 たくみちゃん　ナビゲーター 南雲麻衣
キュレーター 岩中可南子

15:00-16:00 青山周辺（予定）

山彦さんへ小さくなったり大きくなった
りします！ 5 事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契
高良真剣村井祐希 濵田明李
キュレーター Aokid

16:00-17:00 スパイラルホール ホワイエ

山彦さんへ小さくなったり大きくなった
りします！ 6 事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契
高良真剣村井祐希 濵田明李
キュレーター Aokid

19:00-20:00 青山周辺（予定）

山彦さんへ 小さくなったり大きくなった
りします！ 7 無料・事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契
高良真剣村井祐希 濵田明李
キュレーター Aokid

12:00- スパイラルホール 控室 事前予約制
The Nature of Physical Reality：知覚と身念
企画・構成 アースラ・イーグリー　コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・
ベスト 北村武美　出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

12:45- スパイラルホール 控室 事前予約制
The Nature of Physical Reality：知覚と身念
企画・構成 アースラ・イーグリー　コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・
ベスト 北村武美　出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

13:30- スパイラルホール 控室 事前予約制
The Nature of Physical Reality：知覚と身念
企画・構成 アースラ・イーグリー　コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・
ベスト 北村武美　出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

15:00- スパイラルホール 控室 事前予約制
The Nature of Physical Reality：知覚と身念
企画・構成 アースラ・イーグリー　コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・
ベスト 北村武美　出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

16:00- スパイラルホール 控室 事前予約制
The Nature of Physical Reality：知覚と身念
企画・構成 アースラ・イーグリー　コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・
ベスト 北村武美　出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

10:00-11:10 スパイラルホール

大気の入り江    事前予約制
メンバー 杉本格朗 瀬藤康嗣 三浦秀彦
アカンパニスト 難波祐子　キュレーター 西村未奈

12:00-13:20
スパイラルホール ホワイエ（集合場所、そこから移動）

忘れ物ビーチツアー 
屋外コース 事前予約制
ツアーガイド 篠田千明　キュレーター 福留麻里

11:30-12:40　スパイラルホール

大気の入り江 事前予約制　メンバー 杉本格朗 瀬藤康嗣
三浦秀彦  アカンパニスト 難波祐子  キュレーター 西村未奈

12:50- スパイラルホール ホワイエなど

時報レシピ～様々な土地で
レシピセレクト 木村覚
参加メンバー 大道寺梨乃（イタリア） 小川真帆（NY／
東京） 他　キュレーター 福留麻里

19:50- スパイラルホール ホワイエなど

時報レシピ～様々な土地で
レシピセレクト 木村覚　参加メンバー 大道寺梨乃
（イタリア）小川真帆（NY／東京） 他
キュレーター 福留麻里

14:00-15:30 スパイラルホール

青い山 WIP：
新進振付家ショーイング
出演・振付 大橋武司 栗朱音（イスラエルより映像出演） 後藤ゆう
酒井直之／田上碧　キュレーター 山崎広太

15:30- スパイラルホール

《清掃する女》
CG with パフォーマンス 事前予約制
出演 100年後の清掃婦（CG）　監督 七里圭

18:00-20:00 スパイラルホール

over boundaries〈演劇篇〉
山縣太一×村社祐太朗
出演・トーク 山縣太一 村社祐太朗　キュレーター 山崎広太

16:30-17:45 スパイラルホール

over boundaries〈コント篇〉
O,1、2人（外島貴幸＋吉田正幸）
×明日のアー
出演・トーク O,1、2人（外島貴幸＋吉田正幸） 明日のアー
キュレーター いんまきまさこ

11:00-20:00

ホール 山崎成美｜紙を通り過ぎた馬　永田康祐｜Sierra　ホワイエ 木内俊克｜surface　神村恵｜STREET MUTTERS 〈青山編〉
展 示
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10:00-16:00 7days 巣鴨店

よしさん巣鴨駐在室@7days 無料（予約不要）
駐在 渡辺好博 都田かほ 松本奈々子 宮脇有紀 山野邉明香 他
キュレーター 山崎広太

11:00- 7days 巣鴨店

The Nature of Physical Reality：
知覚と身念
無料・事前予約制　企画・構成 アースラ・イーグリー
コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・ベスト 北村武美
出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

11:00-12:00 7days 巣鴨店

新聞家《弁え》 無料・事前予約制
出演 中川友香　作・台の設計 村社祐太朗

15:00-16:00 7days 巣鴨店

新聞家《弁え》 無料・事前予約制
出演 中川友香　作・台の設計 村社祐太朗

12:00-13:00 7days 巣鴨店

Try Dance Meeting 3 無料・事前予約制
参加者 Aokid そこに参加してくれる人

11:45- 7days 巣鴨店

The Nature of Physical Reality：
知覚と身念
無料・事前予約制　企画・構成 アースラ・イーグリー
コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・ベスト 北村武美
出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

12:30- 7days 巣鴨店

The Nature of Physical Reality：
知覚と身念
無料・事前予約制　企画・構成 アースラ・イーグリー
コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・ベスト 北村武美
出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

13:15- 7days 巣鴨店

The Nature of Physical Reality：
知覚と身念
無料・事前予約制　企画・構成 アースラ・イーグリー
コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・ベスト 北村武美
出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

14:00- 7days 巣鴨店

The Nature of Physical Reality：
知覚と身念
無料・事前予約制　企画・構成 アースラ・イーグリー
コラボレーター 瀬藤康嗣 マデリン・ベスト 北村武美
出演 小川真帆 西村未奈　キュレーター 西村未奈

13:00- 7days 巣鴨店

The embryonic sound of film̶̶
映画の胎動音 無料・事前予約制
出演 七里組　監督 七里圭

13:30-14:30 7days 巣鴨店

山彦さんへ 小さくなったり大きくなった
りします！ 8 無料・事前予約制
アーティスト よだまりえ 松丸契 高良真剣 村井祐希 濵田明李
キュレーター Aokid
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13:00-20:00 スパイラルホール

Becoming an Invisible City
Performance Project〈青山編〉
振付 山崎広太
出演・振付コラボレーター 浅沼圭 穴山香菜 木原浩太 久保田舞 小暮香帆
後藤ゆう 鶴家一仁 都田かほ 中林香波 長沼航 松尾望 松本奈々子 宮脇有紀
モテギミユ 八木光太郎 山口静 山中芽衣 山野邉明香 ヨシアノ 山崎広太 坂藤加菜
髙山花子 渡辺好博 田村友一郎（ストラクチャー） 大谷能生 舩橋陽 竹下勇馬

※島地保武は、怪我のため出演キャンセルとなりました。

22:00-23:00 オンライン（zoom）　無料・事前予約制
Try Dance Meeting 2
参加者 Aokid そこに参加してくれる人

13:00-20:00

ホール　山崎成美｜紙を通り過ぎた馬　永田康祐｜Sierra
ホワイエ　木内俊克｜surface　神村恵｜STREET MUTTERS 〈青山編〉

12:00-18:00

ホール　山崎成美｜紙を通り過ぎた馬　永田康祐｜Sierra
ホワイエ　木内俊克｜surface　神村恵｜STREET MUTTERS 〈青山編〉

展 示

12:00-18:00 スパイラルホール

Becoming an Invisible City
Performance Project〈青山編〉
振付 山崎広太
出演・振付コラボレーター 浅沼圭 穴山香菜 木原浩太 久保田舞 小暮香帆
後藤ゆう 鶴家一仁 都田かほ 中林香波 長沼航 松尾望 松本奈々子 宮脇有紀
モテギミユ 八木光太郎 山口静 山中芽衣 山野邉明香 ヨシアノ 山崎広太 坂藤加菜
髙山花子 渡辺好博 田村友一郎（ストラクチャー） 大谷能生 舩橋陽 竹下勇馬

※島地保武は、怪我のため出演キャンセルとなりました。



時報レシピ～様々な土地で
レシピセレクト 木村覚  参加メンバー 大道寺梨乃 小川真帆 他　キュレーター 福留麻里

STREET MUTTERS〈青山編〉
映像 神村恵　キュレーター 西村未奈

居場所についてのインタビュー
話し手 黒田杏菜 大城真　聞き手 福留麻里　キュレーター 福留麻里

らへんのらへん ―Around Mapping Aroundness
映像 ミルク倉庫＋ココナッツ 岩渕貞太
作品ノート 山崎成美 
エッセイ 三輪健仁 石山友美 久保明教　キュレーター いんまきまさこ

15minute WWFes: キュレーター・トークシリーズ
トーク 山崎広太 西村未奈 Aokid 福留麻里 村社祐太朗 七里圭 岩中可南子 木内俊克・山川陸 BIC
キュレーター 沢辺啓太朗

WWFes2021 特設ウェブサイト

wwfes2021.wraptas.sit

ポストフェスティバル・トークシリーズ
トーク 武藤大祐 林慶一 佐藤美紀 髙山花子 他

キュレーター 福留麻里 西村未奈 いんまきまさこ

12.1よりWWFes2021 特設ウェブサイトで順次公開。プログラムにより公開期間が異なります。オンライン

Hi-NODE TOKYO HiNODE PiER　留学生と一緒に世界の踊りを楽しもう！港区在住の小学生対象*。プレワークショップ 

地球の踊り方ミニフェスタ：小学生ワークショップ 　無料・事前予約制

*対象は港区在住の小学生ですが、区外でご希望の場合はご相談ください。詳細はウェブサイトへ。
講師・運営 国際基督教大学留学生 BIC（穴山香菜 都田かほ 松尾望 熊谷知彦 松本奈々子） Glocalみたか
会場協力 Hi-NODE TOKYO HiNODE PiER（野村不動産ビルディング株式会社）
日時 12.12 日 10:30-12:00 / 13:00-14:30
会場 Hi-NODE TOKYO HiNODE PiER（東京都港区海岸2-7-103号）
企画 BIC Glocalみたか


