
赤字は豊島和子出演作と受賞歴

1929.1.24 豊島和子、白糠に生まれる
青森師範学校在学中にモダンダンスと出会う

1950. 江口・宮舞踊研究所に入所
1956. 5 八戸市に豊島和子創作舞踊研究所を設立、主宰する
1957. 3. 2 第1回発表会 「青猫」　 豊島和子ソロ「渓谷の春」「ジェラシー」　（以後毎年1回発表会を行う） 八戸東宝劇場
1958. 7. 5 第2回発表会　「こけしぼっこ」「Bythe Bench」豊島和子ソロ「白い椅子のあるエチュードno.2」　ほか 八戸市民会館
1959. 1 舞踊協会東北ブロック合同公演 「黒い思想」 仙台市公会堂
1959. 6.30 第3回発表会「黒い思想」「豊島和子ソロ「なみだ」ほか 八戸市民会館
1960. 7 舞踊協会東北ブロック合同公演 「なみだ」 山形県酒田市・鶴岡市
1961. 4 全国舞踊コンクール入賞「雨こんこふるな」入選「ゆかいなコンビ」「小さなコザック」「スラブの娘」「アラビアの舞姫」「コザックの少年」ほか
1961. 4.23 創設5周年記念発表会「剣舞連」ほか 八戸市民会館
1961. 9 宮沢賢治祭参加 「鹿おどりのはじまり」 花巻市賢治碑広場
1962. 宮沢賢治祭参加  「鬼剣舞連」 花巻市賢治碑広場
1962. 4 全国舞踊コンクール入賞「あられ小太鼓」「おしゃまな小猫」入選「放れ駒」「芽ぐむ頃｣「トロイカ」「走れトナカイ」「うみねこの島」ほか
1962.10.20 第6回発表会「石霊」　豊島和子ソロ「修羅」ほか 八戸市民会館
1963. 宮沢賢治祭参加「春と修羅」 花巻市賢治碑広場

全国舞踊コンクール入賞「かわいいインディアン」入選「ふたつの弦」「てんとう虫「星からの使い」「遠い雲」ほか
1963.9.28 第6回発表会「いつか地球で」ほか 八戸市民会館
1964. 4 全国舞踊コンクール 「熱帯魚」　長谷川陽子 洋舞2部 二位入賞　豊島和子 指導者賞受賞 東京 日比谷公会堂
1965. 4 全国舞踊コンクール入賞「こびっちょサタン」「水くさ」入選「光のおにごっこ」「こうのとり」在家郁子　ほか
1965. 9.26 第9回発表会「白蛇伝」 ほか 八戸市民会館
1966. 4 全国舞踊コンクール入選「風花」「はちすずめ」「いたずらキューピット」「遠い雲」福井麻紀子　ほか
1966.10.9 10周年記念発表会　「赤いろうそくと人魚」「くるみ割り人形」  ほか 八戸市民会館

八戸市芸術文化奨励賞 受賞  豊島和子
1967. 8 今日の集団展　 豊島和子ソロダンス公演「鬼子母神異聞」　豊島重之 演出 宮城県民会館
1967.10.22 第11回発表会「収穫のうた」ほか
1968. 4. 全国舞踊コンクール入選　「愛・i・Ｉ」　服部明子 大久保一恵 　「あたしは波紋」斉藤久美子
1968.10.12 第12回発表会 「DJINBAI（じんばい＝命綱」 豊島和子　長谷川陽子 在家郁子 木村美木 佐々木千枝　ほか 八戸市民会館
1969.10.26 第13回発表会 「羊曼胎（やまたい）」 豊島和子 高井富子 長谷川陽子 在家郁子 服部明子 大久保一恵ほか 八戸市民会館
1969.11.9 舞踊協会東北ブロック合同公演  BUGAKU＝舞楽「羊曼胎」 青森市民会館
1970. 3 モノ・リサイタルNo.1　在家育江「生卵の中のアリス」 八戸市東奥日報社ホール

ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所 　55年のあゆみ



1970. 7 モノ・リサイタルNo.2　佐々木千枝「スフィンクスの花嫁」
1970. 9 舞踊協会東北ブロック合同公演 ダンスパゾリーニ「THEOREMA＝テオレマの彼方（六人のエミリア）」 福島市公会堂
1970.10.17 第14回発表会  ダンスパゾリーニ「THEOREMA＝テオレマの彼方（もう一人の聖家族）」ほか 八戸市民会館
1971. 2 モノ・リサイタルNo.3　木村美木「ガラパゴスの蟹」
1971.10.17 舞踊協会東北ブロック合同公演ダンス・ポエマテーク 「木喰＝MOKUJIKI」 鶴岡市文化会館
1971.10.23 創設15周年記念発表会　ダンス・ポエマテーク 「せんだん栗毛」「木喰」 ほか 八戸市民会館
1972.10.22 第16回発表会　ダンス・ポエマテーク 「あおねこ」ほか 八戸市民会館
1972.11 文化庁助成による東北支部合同公演「またぎ村幻想」 出演・音楽構成 宮城県民会館
1973. 9 舞踊協会東北支部合同公演 「球体伝説～序奏」 秋田県民会館
1973.12.9 第17回発表会「座敷童子」長谷川陽子 大久保一恵 服部明子 小野寺真理子 杉村賀子 藤島千枝子 清川美鈴　ほか 八戸市体育館
1973.12.9 トータルメディアシアター「球体伝説＝球体論」豊島和子 柴内啓子＆舞踊団 北村篤 長谷川直行 鈴木芳雄　ほか 八戸市体育館
1974.11 舞踊協会東北支部合同公演 「球体論＝花鳥風月山川草木」 青森市民会館
1974.11 第18回発表会「球体現象」ほか 八戸市体育館
1975. 3 モノ・リサイタルNo.4　木村美木「ヒプノス髪に立つ」
1975. 5 八戸市公会堂落成記念公演合同作品 「縄文原野」出演、舞踊構成・音楽・衣裳 八戸市公会堂
1975. 7 ダンスパフォーマンスⅡ 八戸市公会堂
1975.10.25 第19回発表会　ダンス・メルヘン「青い鳥」 八戸市公会堂
1975.11.23 創作舞踊公演「風錘」豊島和子 藤島千枝子 佐々木千枝 長谷川陽子 小野寺真理子　ほか
1975.11 舞踊協会東北支部合同公演「球体拉致」 岩手県民会館
1976. 1 ロックミュージカル 銀河サーカス 36景オムニバス劇「怪盗へのへのもへじ＝銀河発作マグナの夢狩」 八戸市公会堂
1976. 2 青森県芸術文化奨励賞受賞  豊島和子創作舞踊研究所
1976. 3 モノ・リサイタルNo.5　杉村賀子「トポスとクロノス」「カオスとコスモス」 大久保よし恵 八田永子 八田久子 工藤亜佐子 ほか
1976. 4 ダンス・パフォーマンスⅢ 豊島舞踊スタジオ
1976. 5 モノ・リサイタルNo.6　小野寺真理子「空の穴」 石鉢初美  市ノ渡純子 長谷川直行 八戸市公会堂大会議室
1976. 6 ダンス・ポエマテーク 「鳥船」 ほか 八戸市公会堂
1976. 7 現代舞踊公演 「塔」 八戸市公会堂
1976. 9 現代舞踊公演 「球体逆塔」 東京新宿安田生命ホール
1976.10.17 創設20周年記念公演 「万華鏡」 ほか 八戸市公会堂
1976.10 ダンス・パフォーマンスⅣ 八甲田山　田代平高原
1977. 3 モノ・リサイタルNo.7　安藤すみ子「こよい異装の弦月の下」 福士真紀子 白山敦子 平井美智代 田島千征 ほか 東奥日報ホール 十和田中央公民館
1977. 5 八戸市公会堂フェスティバル 参加 「円・空」 八戸市公会堂
1977. 9 舞踊協会東北支部合同公演 「円・空 炎上」 福島県いわき市平市民会館
1977. 9 モノ・リサイタルNo.8「尾羽根のない風見鶏」　藤島千枝子
1977.10 第21回発表会「円・空 炎上Ⅱ」 ほか 八戸市公会堂



1978. 5 八戸市公会堂フェスティバル 「ダンス おしら祭文」舞踊構成・出演 八戸市公会堂
1978.10 第22回発表会　ダンス・メルヘン 「真夏の夜の夢」  ほか 八戸市公会堂
1978.11 文化庁助成による東北支部公演　「幻・迷ヶ平」 宮城県民会館
1979. 1 ダンス・パフォーマンスⅤ 「風Ⅰ」 八戸市公会堂大会議室
1979. 8 ダンス・パフォーマンスⅥ 「風Ⅱ」 八戸市公民館ホール
1979.10.14 第23回発表会　「円・空・遠望」 ほか 八戸市公会堂
1980. 7 「円・空・遠望Ⅱ」 金浜海岸・白い巻貝の砦
1980. 9 豊島和子独舞展 「風-ふう-」 東京 銀座絵画館
1980.10 第24回発表会「円・空・転輪」 ほか 八戸市公会堂
1980.11 舞踊協会東北支部合同公演 「円・空・明滅」 八戸市公会堂
1980. 3 続々・恋迷路変　「海抜へのへのもへじ＝砂漠のフーガ」  豊島和子 泉仁美 大川久美子 高沢利栄 ほか 八戸市公民館ホール
1981. 5 ロックシアター千年王国　「皆目へのへのもへじ」 豊島和子 下崎博之 赤坂正義　ほか 東京・下北沢
1981. 8 ダンスパフォーマンスⅦ 金浜海岸・白い巻き貝の砦
1981.10 創設25周年記念発表会　「わがアルカディア」「くるみ割り人形」ほか 八戸市公会堂
1981.11 現代舞踊公演 「EN・KUH」 八戸市公民館ホール
1982. 3 ロスアンジェルス「ジャパンフェスティバル’82」招待 「ジャパネスク紀行」 ディズニーランド
1982. 8 人間と自然の復権展 参加「赤ちゃんたちの夜」 豊島和子 吉井直竹 高沢利栄 ほか 宮城県立美術館
1982. 9 第26回発表会 「ジャパネスク紀行」 ほか 八戸市公会堂
1983. 1 モノ・リサイタルNo.9　白山敦子「よ・う・ら・ん」／モノ・リサイタルNo.10　金沢緑「部屋」 ヤマハ音楽センター
1983. 3 青森県洋舞合同公演 「愛のカッサンドラPART2」 八戸市公会堂
1983. 3 八戸文化協会フェスティバル出演 「アセンズの森」（以後毎年出演） 八戸市公会堂
1983. 4 「動展2」 参加  「歩行」 豊島和子 弘前市萬燈籠
1983. 8 東北演劇祭参加「歩行PART2」豊島和子　「写真展にて」「戒厳へのへのもへじ」泉仁美 高沢利栄 木村栄子 横川綾奈ほか 八戸市公会堂
1983.10 第27回発表会 八戸市公会堂
1983.11. 28～29 パリ公演 「ATELUI」　作・演出 豊島重之／豊島和子 白山敦子 大向真理子 ほか テアトル・ア・デジャゼ
1984. 2. 青森県芸術文化奨励賞 受賞　豊島重之
1984. 3 「アテルイ」 八戸公演　作・演出 豊島重之／豊島和子　白山敦子　荒谷勝彦　ほか 八戸市公民館ホール
1984. 3 青森県洋舞合同公演 「月夜のレトリック」 弘前市民会館
1984. 5 寺山修司祭 参加 「一／四 いちばあよん」　 豊島重之　鳥屋部文夫　木村栄子　ほか 青森市民文化ホール
1984. 5 「アテルイ」 弘前公演　豊島和子　大久保一恵　ほか 弘前・スタジオデネガ
1984. 7 「アテルイ」 仙台公演　豊島和子　大久保一恵　高沢利栄　ほか 仙台市民会館小ホール
1984. 9 第28回発表会 ミュージカル 「キャッツエクスプレス」  立花典子　大久保一恵　高沢利栄　丹野久美子 ほか 八戸市公会堂
1984.11 昭和59年度文化庁芸術祭参加 「アテルイ」　豊島和子　大久保一恵　高沢利栄　中村道代 ほか 東京草月ホール
1985. 8.23 モノ・リサイタル No.11　大久保一恵「セイレーン」 八戸市公民館ホール



1985. 9 第29回発表会  「砂の女 第一章」 　豊島和子　大久保一恵　立花典子ほか 　音楽 吉井直竹 八戸市公会堂
1985.11 （社）現代舞踊協会東北合同公演 「砂の女 第二章」 八戸市公会堂
1985.12 アートセレブレーション 招待　「モルシアター・一/四」 東京江東区文化センター

1986. 1.3～5 豊島和子ソロリサイタル 「砂の女 第三章」 豊島舞踊スタジオ
1986. 2/3 青森県こども芸術祭招待出演 「風の谷のアルカディア」   青森県洋舞合同公演 「砂の女第四章」 青森市文化会館
1986. 3 八戸市文化協会八戸ファンタジー「風の谷のアルカディア PARTⅡ」（以後、毎年参加） 八戸市公会堂
1986. 5 八戸市公会堂設立記念　八戸洋舞連盟合同作品 「21世紀」 八戸市公会堂
1986.7. 8～13 東北演劇祭 「砂の女 第五章」 八戸プラザホテルTATA特設テント劇場  「パラサイト」金浜海岸白い巻き貝の砦

　　　　　 「ナウシカ」 花組・星組　「砂の女 第六章」八戸市公民館ホール　  音楽 吉井直竹
1986. 8 ヒノエマタ・パフォーマンス・フェスティバル招待「パラサイトⅡ」立花典子　白山敦子　高沢利栄　ほか　　　 福島県南会津郡桧技岐デトバタ河原
1986. 9 吉井直竹 音楽パフォーマンス 協賛・出演「ラジオコンチェルト、パラサイトⅡ」 立花典子　高沢利栄 ほか 八戸ヴィアノヴァ北ウイング
1986.10. 9～12 モルシアター 「f／Fパラサイト」 豊島和子 大久保一恵 高沢利栄 服部明子 中村麻子 坂下智恵美 大向真理子ほか 東京T2スタジオ
1986.11 創設30周年記念発表会 「ナウシカ」月組　「砂の女 第七章」  音楽 吉井直竹 八戸市公会堂

1987. 6. 17～7. 8 ベルギー・西ドイツ 招待公演　モレキュラーシアター 「f／Fパラサイト」　　　　　　　　　　　　　　　　 ベルリン・ベタニエン芸術家会館ほか
1987.10. 3 第2回国民文化祭 熊本 招待公演 「糸姫草紙」　豊島和子 大久保一恵 西村宏子 一戸ゆかり 服部明子 ほか 熊本県立劇場
1987.12. 9 日・英ジョイント・ダンス 公演「砂の女 第8章」「RE-PULSATION」 WALK八戸パラボラ
1987.12.12 第31回発表会 「糸姫草紙」 八戸市公会堂

1988. 5. 8 日・独ジョイント公演 「コンシューマンス」 WALK八戸パラボラ
1988. 8. 3 青函博 参加出演 「夏の夜の夢」 青森市エアードーム
1988. 8. 30～31 モレキュラーシアター 「BLIND GAME」 大久保一恵 服部明子 平井美智代 坂下智恵美 藤田良子 相馬寿 ほか WALK八戸パラボラ
1988.10. 9 第32回発表会 「夏の夜の夢」　相馬寿 平井美智代 服部明子 西村宏子 ほか 八戸市公会堂
1988.10. 16～17 ベルリン750年記念 「ベタニエン・フェスティバル」招待　「f／Fパラサイト」 東京ドイツ文化会館
1989. 1.29 青森県洋舞合同公演出演　「夏の夜の夢より」 八戸市公会堂
1989. 3.18～22 国際カフカ フェスティバル in 八戸　「f／Fパラサイト」「B・TALKIE／BITCH」　 八戸市公民館 WALK八戸パラボラ
1989. 5.3～6. 5 欧州 国際演劇祭招待　モレキュラー 「f／Fパラサイト」 イタリア チェコ ドイツ
1989. 7.22～23 モレキュラーシアター凱旋公演「f／Fパラサイト」 WALK八戸パラボラ
1989.10. 8 （社）現代舞踊協会 東北支部合同公演 「VLTAVA」 郡山市民文化センター
1989.10. 29 第33回発表会 「不思議の国のア・リ・ス」 八戸市公会堂
1989.11 八戸市文化奨励賞 受賞  大久保一恵
1989.12. 9～10 第8回 あきた全国舞踊祭コンクール  秋田県民会館

入賞 「瞽女の歌きこえる」杉本由貴子 「石ころのうた」大向飛鳥 「朝やけジャングル」高田真琴 野村真弓 林妙子 ほか



1990. 3.10 埼玉県立近代美術館招待　モレキュラーシアター「S/S　秘書たち（シュロス／シュリフト）」 埼玉県立近代美術館

1990. 7.29～8. 2 カンタータ’90 企画主催モレキュラーシアター「ロクス・パラソルス」大久保一恵 相馬寿 紫葉実 ほか WALK八戸パラボラ
1990.10.21 第34回発表会 「森のバロック」ほか 八戸市公会堂
1990.11.30～12. 1カンタータ’90Ⅱ 企画主催「シュロス／シュリフト」 WALK八戸パラボラ
1990.12.8～9 第9回 あきた全国舞踊祭コンクール　入賞「青銅の華」大向飛鳥 「空から星の子」高田真琴　ほか 秋田県民会館

　学校部門第1位 「霧の森」 県立三戸高校／工藤薫 上田圭子 飯豊律子 金崎華代／振付 服部明子　

1991. 3. 3 塩釜市民交流センターオープン記念招待モレキュラーシアター「秘書たち」 塩釜市民交流センター
1991. 6.15～7. 6 国際演劇協会イスタンブール世界大会招待　豊島重之  服部明子 （13ヶ国俳優ワークショップ・上演） アタチュルク国立文化センター
1991. 7. 27 いわき市 アート・セレブレーション 招待モレキュラーシアター「モルグ」 いわき市立美術館
1991. 7. 29 イスタンブール凱旋報告公演 「モルグ」　 ユーリ・ルミステ 服部明子 高沢利栄　ほか WALK八戸パラボラ
1991. 8. 6 川口エジンバラ国際交流フェスティバル 招待「秘書たち」 川口市民会館ホール
1991. 9. 29 青森県民文化祭 県洋舞合同公演　「森のバロック Ⅴ・花炎」 むつ市下北文化会館
1991.10. 13 創設35周年記念発表会「スターバト・マーテル」　豊島和子 ほか 八戸市公会堂
1991.12. 7 第10回あきた全国舞踊祭コンクール　入賞1位「千代紙人形」入賞3位「つりがね草」ほか3曲入賞　7曲入選 秋田県民会館

学校部門第1位 「くもの子散らせ」五戸小学校／金子真紀代 井上香奈子 井上倫子 中村智美 中村智恵 ほか　指導者賞受賞 服部明子

1992. 3 平成3年度 青森県芸術文化奨励賞受賞  服部明子
1992. 3.21～22 「絶対演劇」フェスティバル主催・上演　モレキュラーシアター 「ロクス・パラソルス」 東京錦糸町スタジオ
1992. 9.9～24 モレキュラーシアター北欧招待公演 「ファサード・ファーム／肖像画商会」　　　　　　　　　　    　    　　 ポーランド フィンランド エストニア
1992.10. 4 第2回 県民文化祭 第33回 洋舞合同公演出演 「白夜」 弘前市民会館
1992.10. 25 モレキュラーシアター凱旋公演 「ファサード・ファーム／肖像画商会」　　 WALK八戸パラボラ
1992.10. 29 平成4年度 八戸市文化賞受賞  豊島和子
1992.11.1～3 日本ポーランド芸術交流プロジェクト企画主催　シアターカイ・オープニング招待公演 東京両国シアターX（カイ）

モレキュラーシアター 「肖像画商会」　シャヒーネ・ハティポグル 服部明子 高沢利栄 ほか
1992.11.22 第36回発表会「BLINKS OF FAR-ASIA」　豊島和子ソロ「尾根」

1993. 2.26～28 衣裳家・井村芳紀（鈴木芳雄）追悼企画 作品展示 WALK八戸パラボラ
1993. 2. 27 井村芳紀追悼公演 「ブリンクス・オブ・ファレィジア」 八戸市公民館
1993. 2. 28 ポエム（河村悟） ＆ ダンス（豊島和子） 「黒衣の旅人」 WALK八戸パラボラ
1993. 3.24～4. 1 ’93日英友好芸術祭招待出演 「ブリンクス・オブ・ファレィジア」 スコットランド・グラスゴー
1993. 7.27～8. 1 第26回 埼玉全国舞踊コンクール　読売新聞社賞「お月さんころんだ」ほか入賞6作品 浦和市文化センター
1993. 9. 15 第37回 発表会 「ブリンクス・オブ・ファレィジア」豊島和子ソロ「尾根」 八戸市公会堂



1993. 9. 19 第3回 県民文化祭開会式 出演 八戸市公会堂
1993. 9. 26 （社）現代舞踊協会東北支部合同公演 出演 「窓のバロック」 宮城県民会館
1993.10.26 第3回 県民文化祭参加 第34回 県洋舞合同公演 出演 八戸市公会堂
1993.12.10 第12回 あきた全国舞踊祭コンクール 第3位 「うつろいの庭」 秋田市文化会館

1994. 4.2～3 モレキュラーシアター三連劇「顔の演劇」「耳の演劇」「脚の演劇＝フットノーテッド」 八戸市公民館 WALK八戸パラボラ
1994. 7.28～31 第27回埼玉全国舞踊コンクール 第3位「からくり草紙」埼玉新聞社賞「壁画」毎日新聞社賞「ペンギン会議」ほか入賞7入選2 浦和市文化センター
1994. 8. 7 コンテンポラリーダンス’94 in 東北 出演「うつろいの庭」 福島市公会堂
1994. 9 「ダ・ダンス／ト・トーク」 企画  　工藤欽一 ほか　苫米地真弓ソロ「二匹のうさぎ」ほか スペース・ベン
1994.11.12 第38回発表会「流刑地にて」　大向真理子 服部明子 田島千征 工藤薫 國久孝子 大向飛鳥   ほか
1994.12.10 第13回 あきた全国舞踊祭コンクール　入賞2作品 秋田市文化会館
1994.12.18 第4回 県民文化祭参加 第35回 洋舞合同公演　「流刑地にて」 青森市文化会館
1994.12.28 三陸はるか沖地震により、研究所損壊

1995. 3. 21 ダンスファイル企画 「’94コンクール作品集」＆ 苫米地真弓ダンスオペラ 八戸市公民館
1995. 7.22～23 モレキュラーシアター「脚の演劇」 WALK八戸パラボラ
1995. 7.29～8.1 第28回 埼玉全国舞踊コンクール　モダン2部 入賞7作品 浦和文化センター
1995. 9.23 第39回 発表会「窓のバロックⅤ」ほか 八戸市公会堂
1995. 9.29～10. 1モレキュラーシアター三部作「顔の演劇」「口の演劇」「脚の演劇」　東京公演 両国シアターX
1995.11 八戸市文化功労者賞受賞　豊島和子
1995.11. 26 第5回県民文化祭参加 第36回洋舞合同公演　「空のバロック」 弘前市民会館
1995.12. 9～10 第14回 あきた全国舞踊祭コンクール　 入賞2作品　エキジビション招待 「壁画」 秋田市文化会館

豊島重之「ＴＯＫＹＯジャーナル」年間演劇賞受賞
1996 .1. 6 リニューアル「ダンス・バレエ・リセ 豊島舞踊研究所」と改称
1996. 3. 8～22 アデレード・フェスティバル招待 モレキュラーシアター「ファサード・ファーム」 アデレード市スペース劇場
1996. 7.4/5/13 ダンス・バレエ・リセ 落成記念 豊島和子ソロ「O・NE」モレキュラーシアター「HOの演劇」とフォーラム リセスタジオ
1996. 8.10～11 モレキュラーシアター 　デュシャン HO ベケット「HOの演劇」 東京錦糸町スタジオ
1996. 8. 22 現代舞踊フェスティバル出演　豊島和子ソロ「O・NE（尾根）」 東京大井町きゅりあんホール
1996. 9. 15 青森県民文化祭開会式 出演　「土偶」「ふなまち唄」　豊島和子「蚯蚓、丘を引く」 八戸市公会堂
1996. 9. 29 創設40周年記念発表会「カラコルム・カラコルム」 豊島和子ソロ「O・NE（尾根）」ほか 八戸市公会堂
1996.11.17 第6回 県民文化祭参加 第37回 洋舞合同公演出演 八戸市公会堂
1996.12.14～15 第15回 あきた全国舞踊祭コンクール　第3位最優秀群舞賞 「土偶」エキジビション招待 秋田市文化会館



1997. 2. 8～11 ソロシアター3人展 大久保一恵 「HO-59」　ほか リセスタジオ
1997. 5. 31～6. 1 吉増剛造写真展オープニング記念　モレキュラーシアター「HO-60」 公演 広尾 ギャラリ・ヴェリタ
1997. 7. 5～6 ダンスオペラ 「san-nai」 久米田順子 港大尋 長尾広海 宮崎睦子 工藤薫 田島千征 ほか　 リセスタジオ
1997. 7. 20～21 モレキュラーシアター 「HO-58」「HO-59」 公演 埼玉県立近代美術館
1997. 7. 23～31 第30回 埼玉全国舞踊コンクール  第3位 長谷川風立子 「狐火」 浦和市文化センター
1997. 9. 21 第41回 発表会「編布文」ほか 八戸市公会堂
1997. 9. 28 （社）現代舞踊協会東北支部 35周年記念　合同公演 「編布文（あんぎんもん）」 八戸市公会堂
1997.11. 23 第7回 県民文化祭参加 第38回 洋舞合同公演 「編布文（あんぎんもん）」 青森市文化会館
1997.11. 29～30 モレキュラーシアター 「HO-61」「HO-62」 公演 リセスタジオ
1997.12. 13 第16回 あきた全国舞踊祭コンクール 出場　エキジビション招待「ここには一本の木もいらない」 秋田市文化会館

1998. 3. 14 埼玉バレエ・モダンダンスフェスティバル招待 「狐火」　 大宮ソニックシティ
1998. 4. 18～19 全国舞踊コンクール 決選出場 現代舞踊2部 ジュニア部 東京日比谷公会堂
1998. 5. 9～12 韓国ピョンテク国際芸術祭招待公演　モレキュラーシアター 「ダンスオペラsan-nai」豊島和子　ほか ピョンテク市文芸会館

「緑の森の一角獣」 吉増剛造 田島千征 長尾広海 工藤薫 安英愛　ほか ソウル・チョンギャラリー
モレキュラーシアター「HO-koriの飼育」レクチュア／上演／ワークショップ                     　　　　  東横学園女子短大／広島・鷺島ポイエーシス

1998. 7. 25～30 第31回 埼玉全国舞踊コンクール出場　 浦和市文化センター
1998. 9. 20 第42回 発表会「青鬼の褌をあらう女」工藤薫 ほか 八戸市公会堂
1998. 9. 26～27 モレキュラー「GOZO-OPERA」公演　アラン・ジュフロワ 吉増剛造 赤坂国際交流基金フォーラム
1998.10. 30 モレキュラーシアター 立川国際芸術祭 招待出演 アミュー立川小ホール
1998.11. 29 第8回 県民文化祭参加 第39回 県洋舞合同公演 「龍の道」　 五所川原市オルテンシア
1998.12. 11 第17回 あきた全国舞踊祭コンクール 　ジュニア1部　第6位 「砂の万華鏡」　 ほか 秋田市文化会館

1999. 3. 27～28 上野智子リサイタル出演　服部明子 田島千征 大向真理子 工藤薫 杉本由貴子　ほか リセスタジオ
1999. 5. 28～6. 24モレキュラーシアター フランス5都市公演　「OS-IRIS／OSCILLIS（オシリス／オシリス）」 パリ アヴィニヨン サンドニ

　　　　　　　　　　　久米田順子 大久保一恵 田島千征 高沢利栄 工藤薫 ほか オルレアン ストラスブール
1999. 7. 27～30 第32回埼玉全国舞踊コンクール出場　入賞1作品 浦和市文化センター
1999. 8. 22 久慈モダンバレエ研究所15周年記念発表会に特別出演 「琥珀の炎」 豊島和子　ほか 久慈アンバーホール
1999. 9. 18～19 モレキュラーシアター「Culture of Dust（埃りの培養）」 久米田順子 長尾広海 田島千征 ほか 東京門前仲町ホール
1999.10. 3 第43回 発表会「琥珀の炎」豊島和子　ほか 八戸市公会堂
1999.10. 29 モレキュラーシアター「立川国際アートフェスティバル」 招待公演 アミュー立川小ホール
1999.11. 14 第9回 県民文化祭参加 第40回 洋舞合同公演「ソネット」 八戸市公会堂
1999.12. 11～12 第18回 あきた全国舞踊祭コンクール　第5位＆エキジビション「雷神の娘」 古舘藍子 ほか入賞 秋田市文化会館
1999.12. 16～17 青森県舞台芸術助成事業モレキュラーシアター 「OS-IRIS／OSCILLIS」 公演 八戸市文化ホール



2000. 4. 15 豊島和子 ソロダンスパフォーマンス 「蚯蚓、丘を引く」 宇都宮ギャラリーインザブルー
2000. 6. 18 モレキュラーシアター 「オシリス」 国際交流基金フォーラム
2000. 8. 6 東北新人公演出演　村井千晶 「イコンの丘に立つ」　        仙台市青年文化センター
2000. 9. 17 第44回発表会「BLINKS OF FAR-ASIAⅡ」 豊島和子 ソロ「デンデラ野」ほか 八戸市公会堂
2000. 9. 22～24 モレキュラーシアター 「LEGEND OF HO」 東京門前仲町ホール
2000.10. 8 モレキュラーシアター 大久保一恵ソロ「HO-602」 有楽町東京国際フォーラム
2000.11. 26 第10回青森県民文化祭参加 第41回洋舞合同公演出演 「dejavu」　 青森市文化会館
2000.12. 9 第19回 あきた全国舞踊祭コンクール 出場 入賞3作品 秋田市文化会館

2001. 3. 26～4. 3 ジャパンフェスティバル 招待公演 「異境のまたたき」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 オーストリア・ウィーンコンチェルトハウス
2001. 7. 25～29 第34回 埼玉全国舞踊コンクール 2部第2位 「木霊っこ」 金沢理沙 さいたま市文化センター

ジュニア部特別賞 埼玉県舞踊協会奨励賞 「ザンビアの一滴」 四戸由香　
2001. 9. 2 大祐神社奉納舞  豊島和子ソロ「秘すれば花」 大祐神社
2001.10. 7 第11回青森県民文化祭参加 第42回洋舞合同公演出演 「秘すれば花 Ⅱ」 弘前市民会館
2001.11. 25 創設45周年記念発表会「異境のまたたき」　豊島和子 ソロ 「デンデラ野」 八戸市公会堂
2001.12. 8 第20回 あきた全国舞踊祭コンクール Jr.1部第3位「木霊っこ」Jr.2部入賞 1位「ザンビアの一滴」ほか      　　　        秋田市文化会館

2002. 1. 25 デーリー東北賞受賞　豊島和子
2002. 1. 25～27 モレキュラーシアター「直下型演劇 」　ミロスワフ・バウカ 中嶋夏　ほか　 国際交流基金フォーラム
2002. 4. 12 第59回 全国舞踊コンクール 現代舞踊 2部 入賞 1位 「木霊っこ」 金沢理沙 五反田ゆうぼうと
2002. 7. 27～28 第35回 埼玉全国舞踊コンクール 2部 埼玉県舞踊協会賞 「真夜中のオルゴール」 さいたま市文化センター
2002. 8. 4 モレキュラーシアター ＋ ダンス・バレエ・リセ 「賢治殺人事件」 リセスタジオ
2002. 9. 7～8 モレキュラーシアター ＋ ダンス・バレエ・リセ 「COLDBURN＝低温熱傷性演劇」 国際交流基金フォーラム
2002. 9.14 第46回発表会　豊島和子ソロ「ここはどこの細道ぢゃ」
2002. 9. 20 豊島和子 ダンスパフォーマンス 「ギンリョウソウ」（八戸市美術館特別展 豊島弘尚展） 旧東奥日報社4Fホール
2002.10. 6 第12回県民文化祭参加 第43回県洋舞合同公演 出演 「空翳る日」 他 八戸市公会堂
2002.11. 3 青森県文化賞 受賞　豊島和子
2002.12. 14 第21回 あきた全国舞踊祭コンクール　 入賞2 入選5 秋田市文化会館

2003. 1. 12～13 ICANOF 八戸芸術大学 梅内美華子講演会「ダンスと短歌のゼブラゾーン」 4作品 出演 天聖寺ホール
2003. 2.16/19/21モレキュラーシアター 「ITADORI」 公演 リセスタジオ
2003. 4. 18 第60回 全国舞踊コンクール 入賞「沼の偶話」 長谷川風立子 目黒パーシモンホール
2003. 7. 23～29 第36回 埼玉全国舞踊コンクール 第2位 「月の隠れた晩に」 ほか 特別賞 6作品 さいたま市文化センター



2003. 9. 4～7 モレキュラーシアター 「ITADORI」 国際交流基金フォーラム
2003. 9. 14 （社）現代舞踊協会東北支部 合同公演 八戸市公会堂
2003.10. 12 第47回 発表会　豊島和子ソロ「ギンリョウソウⅡ」 八戸市公会堂
2003.11. 30 第13回 県民文化祭参加 第44回 県洋舞合同公演　「地底の鳥」 青森市文化会館
2003.12. 13 第22回 あきた全国舞踊祭コンクール 最優秀群舞賞＆エキジビション「月の隠れた晩に」ほか 入賞2　入選5 秋田市文化会館

2004. 3. 6 埼玉モダンダンスフェスティバル招待「月の隠れた晩に」 川口リリア・メーンホール
2004. 7. 9～11 モレキュラーシアター「HO PRIMER （ホー・プライマー 呆の手引／法の雷管）」 公演 国際交流基金フォーラム
2004. 7. 23～30 第37回 埼玉全国舞踊コンクール　第3位「DUO（デュオ）」千葉馨　ほか 特別賞 8作品 さいたま市文化センター
2004. 8. 8 東北六県現代舞踊家協会 新人公演　最優秀賞 「樹根の声・樹冠の声」 四戸由香 仙台市青年文化センター
2004. 9. 26 （社）現代舞踊協会東北支部 合同公演　「Ichthyoid～魚形」 盛岡市民文化ホール
2004.10. 17 第48回 発表会 　豊島和子ソロ「パンタナルの蚊柱」ほか 八戸市公会堂
2004.11. 14 第14回県民文化祭参加 第45回青森県洋舞合同公演出演 「パ・パ・ラ・パ」 ほか 五所川原市オルテンシア
2004.12. 11 第23回 あきた全国舞踊祭コンクール最優秀群舞賞「パ・パ・ラ・パ」中野渡萌 大久保良美 長谷部岬  ほか 秋田市文化会館
2004.12. 12 あきた全国舞踊祭 エキジビション招待 「Ichthyoid～魚形」 秋田市文化会館

2005. 2. 11～13 ダンスワークショップ／レクチュア／公演「フレ・ブレ configuration error」 豊島重之 大久保一恵　ほか 国際芸術センター青森
2005. 3. 6 埼玉モダンダンスフェスティバル招待「DUO（デュオ）」 千葉馨 川口リリア・メインホール
2005. 7. 14～18 モレキュラーシアター 企画主催 「ベケット東京サミット」にて「NOW OH ON」 公演 国際交流基金フォーラム
2005. 7. 22～25 第38回埼玉全国舞踊コンクール 第2位「うつし身」千葉馨  第3位「イグアスの燕」島浦葵  ほか 特別賞6 さいたま市文化ホール
2005. 9. 11 第49回発表会 豊島和子ソロ『SEREIN／天泣』ほか 八戸市公会堂
2005. 9. 18 ICANOF展 ダンスパフォーマンス出演　 豊島和子 金沢理沙 副島千佳 佐々木麻友 四戸由香 千葉馨　ほか 八戸市美術館
2005.10. 2 国際ソロプチミスト八戸より 女性栄誉賞受賞　豊島和子
2005.10. 23 第15回県民文化祭参加 第46回青森県洋舞合同公演「樹根の声・樹冠の声Ⅱ」 ほか 八戸市公会堂
2005.12. 10～11 第24回 あきた全国舞踊祭コンクール 入賞2 入選9  エキジビション招待 「pororoca（河鳴り）」 秋田市文化会館

2006. 3. 11 埼玉モダンダンスフェスティバル招待　「うつし身」「イグアスの燕」 川口リリアメーンホール
2006. 7. 19 ICANOF企画展出演　田島千征 秋山容子 小幡由佳 「コリオリ・Ⅱ」　苫米地真弓 「フォトゥ・ラ・サンドルⅡ」ほか 八戸市美術館
2006. 7. 25～28 第39回 埼玉全国舞踊コンクール　 第1位グランプリ 「室内劇」 千葉馨 さいたま文化ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　第3位 「ケムシ計画」 箭野早耶華・中村志智・平野響・加藤佑菜
　　　　　　　　　　　　　　　　特別賞 「須弥山花」 長谷部岬 　他 入賞 4作品
　橘秋子指導者賞受賞　服部明子

2006. 9. 18 モレキュラーシアター20周年／ダンスバレエリセ50周年記念「PANTANAL パンタナル」豊島和子ソロ『ピカイア』 八戸市公会堂
2006. 9. 30 創設50周年記念発表会「光と影のパンタナル」ほか 八戸市公会堂



2006.10. 28～29 世田谷パブリックシアター主催「ベケット・リーディング」モレキュラーシアター「OHIO／CATASTROPHE」  三軒茶屋シアタートラム
2006.11. 24～25 ICANOF沖縄展 ダンスパフォーマンス　田島千征 苫米地真弓 秋山容子 小幡由佳 斉藤尚子 ほか 那覇市前島アートセンター

2007. 3. 11 埼玉モダンダンスフェスティバル招待「室内劇」「ケムシ計画」 川口リリアホール
2007. 7. 24～29 第40回埼玉全国舞踊コンクール　　3位「アナトリアの赤い月」中野真李　ほか入賞9作品 さいたま市文化会館
2007. 9. 23 第9回なかの国際ダンスコンペティション決戦　第6位「夜の声・声の夜」千葉馨 なかのZERO
2007.10. 6 青森県立美術館「舞台芸術の世界展」招待公演 モレキュラーシアター「バレエ・ビオメハニカ」 青森県立美術館
2007.10. 21 第17回青森県民文化祭参加 第48回県洋舞合同公演　出演 十和田市文化センター
2007.11. 3～4 沖縄県立美術館開館記念招待モレキュラーシアター「デコイ／囮＝おとり」 沖縄県立美術館
2007.11 ヨコハマ・コンペティション　入賞「夜の声・声の夜」 横浜国立音楽堂
2007.12. 1 第51回発表会　豊島和子ソロ『お背戸に木の実が落ちる夜は』ほか 八戸市公会堂

2008. 3. 8 埼玉モダンダンスフェスティバル招待  「アナトリアの赤い月」 川口リリアホール
2008. 4.17～20 第65回全国舞踊コンクール決戦 　入賞6位「アナトリアの赤い月」 目黒パーシモンホール
2008. 7.23～29 第41回埼玉全国舞踊コンクール　第三位「狐火」中野真李    毎日新聞社賞「海へ／細胞の記憶」田中幸乃 さいたま市文化会館

ヨコハマコンペティション　第3位神奈川県芸術舞踊協会奨励賞「海へ／細胞の記憶」  第8位「狐火」 テアトルフォンテ
　　※　7月24日の地震被害により、 9月13日に予定されていた第52回発表会が12月27日へ延期となる。

2008.12. 27 第52回発表会　豊島和子ソロ『スヴァールバル～種子の方舟』ほか 八戸市公会堂
2008.11. 7～9 モレキュラーシアター「ILLUMIOLE ILLUCIOLE」大久保一恵 田島千征 苫米地真弓 秋山容子 四戸由香 ほか 月島 temporary contemporary

2009. 3. 8 埼玉モダンダンスフェスティバル招待　「狐火」 川口リリアホール
2009. 4. 17～20 第66回全国舞踊コンクール　　入賞3位「狐火」入選「海へ／細胞の記憶」 目黒パーシモンホール
2009. 7. 24～28 第42回埼玉全国舞踊コンクール　　特別賞 埼玉県舞踊協会奨励賞「ガラテアの骨」千葉馨　ほか さいたま市文化会館
2009. 9.19 第53回発表会　豊島和子ソロ『千のティンガラ（星の雫）』ほか 八戸市公会堂
2009.10. 18 東北洋舞合同公演参加　「CROWDED」「千代紙人形」 八戸市公会堂
2009.11. 1 第19回青森県民文化祭参加 第50回県洋舞合同公演出演 五所川原オルテンシア
2009.11. 20～22 ヨコハマコンペティション　赤い靴賞 「ケルトの石の道なりに」小山田朱伽　ほか 神奈川県立音楽堂
2009.11.23 日本女子体大主催ダンスコンクール　 第2位「モノクローム」髙谷紗央 
2009.11.21～23 モレキュラーシアター「mouthed　マウスト」大久保一恵　田島千征　秋山容子　高沢利栄　鷹田章伍 お茶の水 CANVAS

2010. 4. 24～25 モレキュラーシアター早稲田大学演劇博物館研究公演「バレエ・ビオメハニカ」 早稲田大学
2010. 7. 22～25 第43回埼玉全国舞踊コンクール さいたま市文化会館

　第三位埼玉県文化団体連合会会長賞「アレクサンドリアの詩」中野真李
　入賞3位テレビ埼玉賞「塩を運ぶ女」中野渡萌　埼玉県舞踊協会奨励賞「デッド・クロッスィング」田中幸乃



　入賞「葉かげのコンチェルト」向井瑤子 大久保真那香 秋山楓 大釜佳子 「からくり草紙」十文字朱里 南琴華
河村恵里  山田菜月 山田祐華　「ポトロ」小山田朱伽 「マイマイの空」佐々木美怜 「風の王国」久保田祥貴
「蓮華鏡」橋本和佳奈 「月盗人」大久保望 「花朽ちる朝」大久保良美　ほか

2010.10 24 第20回青森県民文化祭参加 第51回県洋舞合同公演出演 八戸市公会堂
　「咲いた・咲いた」「トラキアの空の下」「メヌエット」「ムーの声」「pierced ピアスト」

2010.11. 18～21 ヨコハマコンペティション　赤い靴賞「マイマイの空」「風の王国」「蓮華鏡」「花朽ちる朝」　ほか 神奈川県立音楽堂
2010 12.11 第54回発表会　豊島和子ソロ『星宿のジュクルパ（うた）』ほか 八戸市公会堂

2011年のこよみ
1月15・16日 モレキュラーシアター『のりしろ　nori-shiro』　秋山容子　四戸由香　平船果凛　中野渡萌　ほか 杉並区立芸術会館 座・高円寺1
3月5日 埼玉モダンダンスフェスティバル招待「アレクサンドリアの詩」 川口リリアホール
3月6日 八戸ファンタジー出演 八戸市公会堂
3月11日 大震災
3月25日 豊島和子病没 
4月6日 新年度レッスン始め
5月29日 父母の会総会 八戸きざん
7月24～28日 第44回埼玉全国舞踊コンクール　　 さいたま市文化会館

　第三位埼玉県文化団体連合会会長賞受賞「微生物バロック」久保田祥貴
　埼玉県舞踊協会奨励賞 「冬の風鈴」佐々木美怜　「わが谷 緑なりき」中野真李
　入賞 「木霊（こだま）が呼ぶ」向井瑶子 河村恵里 十文字朱里「つくしで書かれた物語」早川葵 橋本茉里 袴田
瑚子 昆泉 「バオバブに星実る」大久保良美 「ラ・ティラーナの家」平船果凛 「盲女の唄うたいのいる道で」中
野渡萌 「不眠症のトリル」佐々木萌衣 「イシス」杉本玲菜 「流砂のウオ」大久保望 「アスファルト・バビロ
ン」田中幸乃　 ほか

 8月21日 二戸県北青少年の家　出演
10月23日 ＜ギンリョウのたびだち～豊島和子追悼公演＞　第55回記念発表会 八戸市公会堂
11月 3日 十和田文化祭
11月17～20日 第26回ヨコハマコンペティション 神奈川県立音楽堂


