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小∙中学生により構成されるリトルエンジェルス芸術団は、韓国伝統芸術団として、韓国の美しい文化芸術と韓民

族の平和愛好精神を全世界の人々へ伝えるため、「太極旗を世界に」というスローガンのもとに、1962年5月5日創立

されました。これまで40カ国以上の首脳たちと出会い、民間平和外交使節団としての役割を果たし、約60カ国での海

外公演、7000回以上の国内外での舞台公演、600回以上のTV出演など様々な活動を行ってきました。韓国の文

化位相を高め、文化芸術を向上させたリトルエンジェルスの功労を称え、韓国政府から計4回にわたり、大統領表彰

状が授与されました。

また、去る2010年6月から2011年11月まで、6.25戦争60周年を迎え、動乱を収めるために参戦した国連22か国を

訪れリトルエンジェルス公演を通じた報恩行事を行い、「恩を忘れない大韓民国」を世界へ発信しました。

今後もリトルエンジェルス芸術団は、韓国を越え、全世界を巡回しながら、文化芸術を通じて和合と平和のメッ

セージを伝え、感動と喜びを届けるためにさらなる発展を目指してまいります。
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宮,  春の子供たち,  扇の舞,  お嫁に行く日

カンガン・スウォルレ,  武士の遊び,  夜道,  太鼓の舞

ミヤル, 人形の舞, 長鼓の踊り, 仮面の踊り, 農楽
+

合唱公演
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ペ・ジョンへ振り付け家による新作レパートリー



탈춤무사놀이

부채춤

장고춤처녀총각 시집가는 날 화관무꼭두각시

가야금병창

강강수월래

농악

북춤

합창
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*公演の特性と観客の国籍に応じて、舞踊作品と合唱曲の選定が可能です。



宮は、宮中宴会で披露した宮廷呈才舞の中で、ハンサム

の舞（手をかくすために両袖に付け足した白い布の長い

袖を振りながら踊る舞）や花冠舞など以前からあった動

作を再構成し、現代的に解釈した作品。その壮大さと華

やかさが観客の視線を圧倒する品格のある作品であり、

2018年度リトルエンジェルスの新作である。

ミヤルは韓国の伝統的なマダンノリ（広場で行なわれ

る民俗遊戯）である鳳山タルチュム（黄海道の鳳山に

伝つたえられる仮面舞踊劇）の中に出てくる

「ミヤルばあさん」の話をコミカルに紐解いた作品で

あり、 戦争中に別れたおじいさんを探し歩き回り、再

び出会う話を、一つの扇子と様々な舞踊動作を通して、

コミカルに表現し、その奥深さを表現した作品である。

家門の血統を継承していく事が、何よりも大切な子として

の道理と考えてきた韓国では、早婚の風習が広く盛んに行

われてきた。今では見られなくなった幼い新郎と高齢の新

婦の早婚の風習を、 舞台上にコミカルに再現した。現在で

はもう残っていない風習を素材として、一編のドラマのよ

うに演出した嫁入りの日は、一幅の風俗圖を見ているよう

な面白い作品だ。

新羅時代の女性花郞であるウォンファ達が国を守るために

心身を修練する姿を、剣を用い表現した。調和のとれた平

和な世界をつくるために訓練を重ねる力強い精神を表現し

た作品である。
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写真をクリックすると映像が再生されます。

https://youtu.be/x9optN1ptuw
https://youtu.be/Tf0GoN4Ze_U
https://youtu.be/SR2SuucpcLA
https://youtu.be/3ZRNXp0IMaw


5000年の間伝えられてきた韓国の多くの民話の中で、春香

伝ほど男女間の愛の貞節を強調した物語はない。物語の主

人公である春香は固く貞節を守り、命を懸けてあらゆる試

練を克服し、ついに愛するイ道令と再会の喜びを交わす。

春香の伝説をリトルエンジェルスは、人形の踊りとして振

付し、恋人たちの逢瀬をコミカルに演技する。

リトルエンジェルスでしか見ることのできない創作舞踊、

春の子供たちは、長い冬が過ぎ、爽やかな春風が吹くあ

る日、桔梗を採りに家を抜け出した少女と、薪を取りに

行くと言いしおり戸を出てきた少年の出会いをコミカル

に描き、農村の美しい春の姿を豊かに表現した。幼い団

員達の可愛らしい舞踊を通して、韓国の昔の趣を感じる

ことのできる作品である。

ユネスコ世界文化遺産に登録されているカンガン・スウォ

ルレは1年の中で月が最も明るい小正月の夜に集まり歌って

踊った民俗遊びに由来している。青い月の光の下で手をつ

なぎ歌を歌いリズムにのって円を描きながら踊るカンガン

・スウォルレはお盆の十五夜に自分自身を存分に表現する

ことのできる女性の民俗遊びとして、韓民族の魂と精神を

感じることのできる作品だ。

昔から儒生たちが水墨画を描き即興詩を詠み、親しい友
人に心づけの印として贈った扇子。ひらひらなびくスカ
ートの裾の間を扇子が開いたり閉じたりしながら素早い
摩擦音の間をくるくる回る扇の舞は、美しい衣装と調和
し、リトルエンジェルスの作品の中で最も人気のあるレ
パートリーの一つである。これまで世界を回りながら、
世界のトップをはじめとし、観客の拍手を最も多く引き
出す作品である。
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写真をクリックすると映像が再生されます。

https://youtu.be/AyENoMiYxhk
https://youtu.be/ZL6wn6TiW40
https://youtu.be/FlIUG9_byyk
https://www.youtube.com/watch?v=RA_pwqSudHw&feature=youtu.behttps://youtu.be/RA_pwqSudHw
https://youtu.be/J4OZlHXpQGk


韓国の太鼓の舞は、世界各国で大きな喝采を受ける踊りであり、
中でも、6つの太鼓を使用するリトルエンジェルスの六鼓舞は、
世界中で唯一リトルエンジェルスの舞台でのみ見ることができ
る。三面の枠組みの上に６つの太鼓が調和する六鼓舞のリズム
はダスルム拍子(国楽で, 演奏に先立って音律を調整するために
かなでる短い曲)をはじめとし、最後のフィモリ拍子まで躍動感
溢れる強弱の変化を通じて韓国的なリズムの真髄を披露する。
上下の太鼓の吹きすさぶようなリズムは太鼓の舞が進むにつれ
て緊張感と興を高め、観客を舞台の中に引き込み、一糸乱れぬ
舞と演奏で観客を圧倒する魅力を備えたダイナミックな作品で
ある。

三国統一の偉業を成し遂げたキム・ユシン将軍が花郞
出身であることは誰もが知っているが、それほど花郞
は、新羅の花であっただけでなく、花郞の精神は今日
に至るまで受け継がれてきた。数々の厳しい受難の中
でも単一民族の名誉を守り続けてきた韓民族は、景福
宮打令（タリョン）の陽気なリズムに乗って、「花郞
舞」を踊るかわいい子供達から、明日への希望を感じ、
心温まる感動を覚えるはずだ。

提灯に明かりを灯し、かわいい孫娘を背負い、夜道をゆっ
くり歩く祖父の道のりを通じて、豊かで穏やかな昔の趣を
感じることのできる作品だ。

田植えをする人々の興を一層盛り上げるために、長鼓打
ちが一人で踊ったものを、舞台上の作品にする際に群舞
へと拡大した。 活気溢れるリズム（チャンダン）と、鼓
面の撥で打つ音と、手で打つ音が入り混じる妙味は、観
る人の興をさらに高め、珍島アリラン、 旌善アリランの
音色と共に調和するソルジャンクの魅力を鑑賞できる作
品である。
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写真をクリックすると映像が再生されます。

https://youtu.be/wIfOH4yt02A
https://youtu.be/R11z2pFKWk8
https://youtu.be/6huwmgoG0e0
https://youtu.be/FplJRtoVmjk


民衆芸能として継承・発展させてきた仮面の踊りは、

韓民族の根底に生きている民衆エネルギーとユーモラ

スさが深く息づく貴重な遺産である。仮面の踊りは、

華やかな舞台装置、絢爛な照明と相まって調和を成し、

子供たちの純粋無垢な感性が躍動感溢れる踊りの中に

息づいている作品である。

リトルエンジェルスの農楽は夏の田植えの時期に行われる

舞踊で、風物遊び、双小太鼓, 手鼓の踊りから長い紐の着

いた帽子を回して踊るヨルトゥバル・サンモへと続く妙技

の極致は、他の舞にはみることができないもの。エネル

ギッシュなこの踊りは、庶民舞踊の代表作であり、つらい

労働に疲れた民衆たちが互いに励まし、豊かさと安寧を祈

願するお祭りである。

東西を問わず人形を素材とした踊りは数えきれないほ

ど多い。韓国でも「操り人形芝居」という人形劇は、民

衆の娯楽として古くから受け継がれてきたが、人形の踊

り(コッドゥガクシ)は、「バクチョムジノルム」と呼ば

れる民俗人形劇に出てくる女性の人形を指す。リトルエ

ンジェルスで最も幼い天使たちのお茶目な仕草や可愛ら

しい身振りは、とても愛らしく、世界のどこへ行っても

大きな拍手を受ける作品である。

写真をクリックすると映像が再生されます。
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カヤグムは桐の胴体に12本の絹の絃を張ったもので、指で絃

を弾いて演奏する楽器である。カヤグムの上の丸い部分は、

空を象徴し、下の平らな部分は、地を象徴しており、真ん中

の空洞の部分は天地と四方を象徴し、12本の絃は、1年の12

か月を象徴している。リトルエンジェルスのカヤグムビョン

チャンは民謡を交え、アリラン、花タリョン（打令）、グン

バムタリョン（打令）などといったメドレーを奏でる。

https://youtu.be/0_MI7obP6qQ
https://youtu.be/xvHLQsiPkuc
https://youtu.be/NqW-jIkB_DU


11

写真をクリックすると映像が再生されます。

指揮者のピアノ伴奏に合わせて、団員たちが呼吸を一つに合

わせる演奏形態で、リトルエンジェルスのもう一つのジャン

ル。主なレパートリーは韓国民謡および世界の民謡で、リト

ルエンジェルス特有の個性的な音色と魅力的な和音が際立つ。

*公演の特性と観客の国籍に応じて、合唱曲の選定が可能です。

https://youtu.be/JspB4ts-kI0
https://youtu.be/r_PFjw9dqUo
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1970.12
米国ホワイトハウス・

イーストルームでの公

演後、リチャード＝

ニクソン大統領から賛

辞を受けるリトルエン

ジェルス

1971.12
世界巡回公演を終え青

瓦台韓国大統領府で帰

国報告をしたリトルエ

ンジェルスに、お茶会

を準備してくれた朴正

煕大統領と陸英修女史

1973.10

トルコ共和国の建国

50周年記念特別招待公

演後、韓国政府使節団

としてコルーサーク大

統領を表敬訪問

1974.08
マレーシア王室

特別公演後

国王夫妻の接見

1974.11

イタリア レオーネ

大統領及び政府閣僚

と共に大統領官邸で

記念撮影

1974.11

インド巡回公演中

ガンジー首相の首相官

邸に招待された

リトルエンジェルス

1975.08
グァテマラ巡回公演中、

ガルシア大統領夫妻と

共に

1975.08

ボリビア大統領から

特別賞を授与された

リトルエンジェルス

1975.08

エクアドル

ロドリゲス大統領官

邸で政府閣僚と共に
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1975.10

パナマ大統領官邸に

リトルエンジェルスを

招待、楽しい時間を

過ごされた大統領夫妻

1985.05

日本 中曽根康弘総

理を表敬訪問した

リトルエンジェルス

1988.09
88ソウルオリンピッ

ク開幕祝賀公演に

特別招待された

リトルエンジェルス

1992.11

盧泰愚大統領主催の

エリツィン・ロシア

大統領訪韓時の青瓦台

特別公演

1994.08
韓国・台湾の民間

外交の牽引的役割を

果たしたリトルエン

ジェルスの李登輝総

統官邸への表敬訪問

2001.07

韓中友好中国北京府王府

井国際芸術節開幕式公演後

記念撮影

2000.10

第3次ASEM首脳会議

の開会式に参加した

各国首脳たちと共に

1998.05

民間団体初 平壌公演後

万景台学生少年芸術団の

学生とリトルエンジェルス

1990.04

旧ソ連モスクワで

開かれた第11回世界言

論人大会参加者のため

の特別公演を観覧した

ライサ大統領夫人
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2011.02

ネパール

ラムバラン＝ヤーダ

ブ大統領を表敬訪問

2013.07

韓国戦争休戦協定60周年

記念行事（米国ワシント

ンD.C. /オバマ大統領出

席）

2011.09

米国ニューヨーク

9.11テロ 10周年記念

リトルエンジェルス

UN招請公演

2012.07

6.25韓国戦争休戦59周年

記念行事に招待された

リトルエンジェル

（米国ワシントンDC）

2010.10

ギリシャのカロロス

＝ピポリアス大統領

を表敬訪問した

リトルエンジェルス

2010.09

韓国芸術団初フラン

スパリ「パレ・デ・

コングレ」劇場で

３千人の観客を前に

公演を繰り広げる

リトルエンジェルス

2002.05

2002 日韓ワールド

カップ開会式公演に

参加したリトルエン

ジェルス

2009.10

カタール＝ハマド国

王招待の特別公演後、

歓談を交わすリトル

エンジェルス

2010.08

ボリビア、エモ＝モ

ラリス大統領を招待

した青瓦台特別晩餐

公演での記念撮影



- 米国 アイゼンハワー大統領-

- 英国 エリザベス女王-

第二次世界平和会議参加者のための特別公演に訪れた

旧ソ連ゴルバチョフ大統領夫人ライサ女史

- 旧ソ連ゴルバチョフ大統領夫人 ライサ女史-

光復70周年記念 リトルエンジェルス ヨーロッパ特別ツアー

- ハプスブルク ロトゥリンゲン ヘルタ マーガレット王女 -
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1973年 4月 14日

パク・ジョンヒ大統領

1989年 4月 11日

ノ・テウ大統領

2002年 5月 3日

キム・デジュン大統領

2014年 3月 6日

パク・クネ大統領
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https://www.facebook.com/LittleAngels1962
https://www.instagram.com/littleangels_korea
http://www.littleangels.or.kr/index.php?leng=jpn

