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キャサリン・ハンター グリン・プリチャード マルチェロ・マーニ

普遍的な問題を映し出す
『THE BEE』
という鏡
photo：Dragos Dumitru

昨年はニューヨーク、
ロンドン、香港。

今年はエルサレム
（イスラエル）、
ソウル（韓国）、
シビウ
（ルーマニア）
と、
ワールド・ツアーを行った
『THE BEE』
。
復讐の連鎖という普遍的なテーマを持つこの作品は、各地でどう受け止められたのか。
４人のキャストが、肌で感じた各地の反応を率直に語り合った。
これはわれわれの物語だ！

野田

キャサリンが出会った、 エルサレムの散

「THE BEE」
English version ワールドツアー 2013
photo：Maxim Reider
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鏡に映った自分の姿と認められるか否か
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野田

エルサレムでは、いたるところで聞かれ

『THE BEE』は。
通訳：野田 学
取材・構成：伊達なつめ

※この座談会は、次号にて続編を掲載予定です。

今回のアイタイヒト

K AT H R Y N H U N T E R

キャサリン・ハンター 英国王立演劇アカデミー
（RADA）
で学び、
コンプリシテなどのフィジカル・
シアターからロイヤル・シェイクスピア・カンパニー
（RSC）まで、さまざまなスタイルの演劇に、老若
男女あらゆる役柄で登場して圧倒する、
ユニークな
名優。
野田作品には
『THE BEE』
と
『THE DIVER』
で主演している。

G LY N P R I T C H A R D

グリン・プリチャード ロンドンのリージェント
パーク・オープン・エア・シアターで初舞台を踏み、
以後ロンドンのナショナルシアターやキャサリン・
ハンター演出の『オセロ』
（ RSC）など、多くの舞
台・映像で活躍している。
フィジカル・シアター出身
ではないが抜群の身体能力を持ち、野田作品では
『THE BEE』
『THE DIVER』
に出演。

MARCELLO MAGNI

マルチェロ・マーニ パリのジャック・ルコック国際
演劇学校で学び、
サイモン・マクバーニーらとテアト
ル・ド・コンプリシテを設立。
フィジカル・シアターの
第一人者としてさまざまな舞台に出演するほか、演
出家としても活躍。来年2月に東京芸術劇場で
『障
子の国のティンカーベル』
（野田秀樹作）
を演出予
定。
野田作品は
『赤鬼』英国版、
『THE BEE』
などに
出演。

野 田 秀 樹 HIDEKI NODA

東京芸術劇場プレイハウスにて。
その後、
大阪、
北九州にも巡回。
www.nodamap.com/
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