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☞ KYOTO EXPERIMENT と は
KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭は、
2010 年より毎年京都市内で開催している国際舞台芸術祭です。
国内外の「EXPERIMENT（エクスペリメント）＝実験」的な舞台芸術を創造・発信し、
芸術表現と社会を、新しい形の対話でつなぐことを目指しています。
演劇、ダンス、音楽、美術、デザイン、建築などジャンルを横断した実験的な表現が集まり、
そこから生まれる創造、体験、思考を通じて、舞台芸術の新たな可能性をひらいていきます。

※プレスリリースは、ウェブサイトよりダウンロードできます。
https://kyoto-ex.jp
※広報用画像は、ウェブサイト内プレスページにてパスワードを入力いただくと
ダウンロードできます。パスワードは下記までお問合せください。
KYOTO EXPERIMENT 事務局（広報担当：豊山、前田）
Tel：075-213-5839（11:00–19:00 日曜・祝日休［8/6 まで土曜休。開催期間中は無休］） Mail：pr@kyoto-ex.jp
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KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭では、
公益社団法人全国公立文化施設協会および、
各劇場の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿って、
感染拡大防止対策を講じ、
ご来場者の皆さま及びアーティスト、フェスティバル関係者の
安全と安心を確保することに努めて参ります。
対応の詳細につきましては、会期前に KYOTO EXPERIMENT ウェブサイトに掲載いたしますので、
ご確認の上、ご来場いただきますようお願いいたします。
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☞開催趣旨

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 は、「ニューてくてく」をキーワードに、多様な⼈々と舞台芸術の出会いと
対話が可能になるフェスティバルとして開催します。
「ニューてくてく」は、新型コロナウイルス感染症拡⼤が社会に⼤きな影響を与えた過去 2 年間を経て、てくてく＝歩くことや
移動することを捉え直し、私たちの⾝体性と空間、時間を新たに共有し直すことを提案するキーワードです。⾜を使って歩く
ことに加えて、さまざまな意識における「てくてく」、異なる時間を⾏き来する「てくてく」、感情の「てくてく」、あるいはあ
る規範やシステムへの動きをあらわす「てくてく」など、多様な歩き⽅をプログラムを通して展開し、これからの時代を歩む
思考を得ることを⽬指します。
国内外の実験的な舞台芸術の公演や展示を紹介する上演プログラム「Shows」、実験的表現と社会の関係性をひもとき、ワーク
ショップやトークが体験できるエクスチェンジプログラム「Super Knowledge for the Future [SKF]」、関西地域をアーティス
トとともにリサーチし、今回はその成果を演劇作品化するリサーチプログラム「Kansai Studies」の 3 つのプログラムでフェ
スティバルを展開します。

☞概要
会期☞ 2022 年 10 月 1 日（土）– 10 月 23 日（日）
会場☞ ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、
THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館、京都中央信用金庫 旧厚生センター

主催☞ 京都国際舞台芸術祭実行委員会
［京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）、
京都芸術センター（公益財団法人京都市芸術文化協会）、
京都芸術大学 舞台芸術研究センター、
THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都）］
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☞ごあいさつ
京都市長ご挨拶
常に新たな芸術表現に挑戦し続ける、「KYOTO EXPERIMENT」。
コロナ禍の影響が続く中でも工夫を重ね、開催の運びとなりましたことを、誠に嬉しく思います。
今、長引くコロナ禍に加え国際情勢の緊迫などにより、世界に分断と悲しみが生まれています。
そんな中、人々の心を潤し明日への活力を生む文化芸術の重要性はますます高まっています。
さらに、世界の多様な価値観に触れ、共感することで、他者への理解を一層深める芸術祭は、
SDGs の達成や世界平和にも貢献できる営みである。私はそう確信しています。
多様性、重層性に富んだ文化が息づく京都の地を舞台に、
国際的に御活躍の個性溢れる表現者の方々が紡ぎ出すこの壮大な実験（EXPERIMENT）
。
御来場の皆様には、ここでしか感じることのできない先鋭的な作品と、
そこから生まれる新たな交流を、ぜひお楽しみください。
この芸術祭が来場者の全ての皆様にとって、実り多きものになりますことを念じています。
結びに、開催に御尽力いただいた、天野文雄委員長をはじめとする実行委員会の方々、
及び関係者の皆様に厚く御礼申し上げ、挨拶に代えさせていただきます。
京都市長

門川大作

現代の舞台芸術における「知性」と「美」
昨年でしたか、たまたま購入した現代アートについての新刊書に、
マルセル・デュシャンが、絵画は「知性」に関わるべきで、
単に視覚的・網膜的であるだけでは不十分だと発言してから、
現代アートに「美」はかならずしも必要ではないと考えられているとあったのに接して、
妙に腑におちるものがありました。
この傾向は現代の舞台芸術にもあてはまると思えたからです。
以下は能楽の歴史的研究を専門とする筆者の断想ですから、そのつもりで聞いていただければよいと思いますが、
デュシャンのいう「知性」が時代や社会という外部に向けられた「主張」をさしていることはたしかでしょう。
それまで王座に君臨していた「美」はその座を降りるときがきたというのです。
いうまでもなく、これは現代という時代や社会の要請ですが、それはそれとして、
その座を「知性」や「主張」に譲った「美」のゆくえはどうなったのか。
私見によれば、「主張」が中心となっている現代の舞台芸術の場合、
かつての「美」はその「主張」を支える「表現」として、
たとえばウイット、風刺のような「遊び」としてすでに再生しているのではないかと思います。
  今年で 13 回を数える KYOTO EXPERIMENT のキーワードは、「ニュ－てくてく」です。
それには今後の舞台芸術の「主張」を支える「表現」をどのように考えてゆくか、
それについても「てくてく」考えようという含意もあるのだと思います。
京都国際舞台芸術祭実行委員長
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☞ディレクターズ・メッセージ
KYOTO EXPERIMENT が始まってから 13 年目、そして新型コロナウイルス感染症による世界的なパンデミックが始まってか
ら 3 年目の 2022 年。この数年、舞台芸術や国際交流のみならず、社会生活において当たり前の前提であった直接的なコミュ
ニケーションがままならない中、さまざまな分断がより明らかになったように思う。あいちトリエンナーレ 2019 を発端とし
た表現の自由についての議論、国際・国内社会における経済格差や人種間・宗教間における分断、ソーシャルメディアでたび
たび話題となるある種の問題への糾弾、舞台表現の現場における不均衡な権威構造の見直し（の始まり）、そしてもっとも現在
進行形であるのはロシアによるウクライナへの軍事侵攻だろう。これらの事柄が表現領域に多大な影響を与えるのは明白であ
り、さらに今後数年の在り方を大きく変えるだろう。私たちは世界中の友人たちと連携をとる中でその変化を観察し、フェスティ
バルの在り方にも反映させられたらと日々考えている。
今年度のこのフェスティバルの開催にあたり、いま、こうした時代を少しでもポジティブに乗り越えようとするキーワードを
提案できるとしたら何かと考え、「ニューてくてく」と設定することとした。

役立つ⇔役立たない
KYOTO EXPERIMENT は、現在進行形の実験的な舞台芸術を社会に提示するプラットフォームであり、そうした舞台芸術が
どんなところへつながっていくかを、参加する誰もが考えることを目指す場所である。実験的な舞台芸術は、必ずしも万人が
共感できる表現ではなく、そのため商業主義的な表現に与しないことも多い。資本主義社会においては、メインストリームで
はなくいわばサブストリーム、あるいはオルタナティブストリームともいえるものであり、直接的な効果を多大に生むもので
はないかもしれない。しかし、サブのもの、あるいはオルタナティブなものがなくして、今日の社会の本質は成り立たない。もっ
と言えばこの二項対立もある種の虚構である。生物が種々の多様性を保ちながら生態系を支えあっているように、人間社会が
柔軟性を持ちながらその強度を保つには、誰もが楽しいと思える、快適で「わかる」表現以外にも、多種多様なこれまでに観
たことがないような表現が生まれ、たくさんの人の目や感性に触れながら受容され、その次の思考へとつながっていくことが
重要である。大量の「いいね！」がついて短期的に利益をあげる「わかる」ものを目指すことで損なわれてしまう人間のイメー
ジ力には、多くの場合一見無駄に思えるような寄り道が必要である。むしろ好奇心をもって「わからない」を大量に抱えて、
人類はてくてく歩んできたのではないか。もはやそれは贅沢なことなのだろうか？このフェスティバルでは、現在進行形で実
験されている表現を、いまを生きるみなさんと一緒に体験し、それが何なのか考えることで、私たちのありようと、これから
のあり方を考えていくことを目指している。

「ニューてくてく」
「ニューてくてく」は、そうしたこれからの歩き方、意識の持ちようや問いの立て方を考えて設定したキーワードである。また、
オンラインミーティングや配信での舞台鑑賞が普通になり、身体についての意識が希薄になったとともに、実際にある場所へ
と身を運ぶことが億劫になったこの数年を経て、私たちの身体性を具現化し、空間と時間を新たに共有し直すことを提案でき
るキーワードだと考えている。
「てくてく」は、日本語で歩くことを表象する言葉であるが、足を使って歩くことそのものをあらわす「てくてく」はもちろん、
そこから発展して、移動することをあらわす「てくてく」、さまざまな意識における「てくてく」、異なる時間を行き来する「て
くてく」、感情の「てくてく」、あるいはある規範やシステムへの動きをあらわす「てくてく」、など、いろいろな「てくてく」
を考えることができる。
「ニュー」は大きな変動の後、
「てくてく」を新たに捉え、考えることをイメージして付けた。このキーワー
ドは、包括的な「テーマ」ではなく、ラインナップされるすべての作品が、その下にきちんと収まるようなものではない。フェ
スティバルのプログラムに対する答えではなく、作品に対する新たなアイデアや視点を生み出すきっかけとなるような、提案
や問いかけのようなものである。
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今から約 500 〜 700 万年前、人類の祖先は 4 本足から 2 本足で歩くようになった。その理由は諸説あるが、人類にとって大
きな転機となったことは間違いない。人はこれまでとは違う方法で空間を移動するようになった。今日のように形式化された
舞台芸術ができる以前、そのルーツは移動と口承にあったと言えるかもしれない。文字や印刷が普及していなかった時代には、
世界のほぼ全域で口づてに伝承が行われていた証拠が見つかっている。この場合、人々は歴史、文学、法律、歌、儀式などを、
村から村へと歩くことによって伝えていた。
もちろん、人間が歩いて空間を移動する、あるいは A 地点から B 地点へ移動する理由は時代とともに変化している。私たちが
暮らす現代社会を考えてみても、人が歩いたり移動したりする理由はさまざまだ。旅や巡礼のために歩く、政治的な行為とし
て行進や抗議行動をする、あるいは何の目的もなく自分の思考を整理するために歩く。歩くという行為は、身体が空間を移動
するということだが、この単純な行為を通して、私たちは過去を振り返り、いまを見つめ直し、未来を見つめることができる。
今年は観客のみなさんと、アーティストが作品を発表する上演会場、そしてミーティングポイントなどフェスティバルのさま
ざまな場所へてくてくして集まり、「ニュー」なてくてくを体験・想像したい。

プログラムについて
上演プログラムである Shows では、11 演目を紹介する。
2 つの作品では、
「歩くこと」が直接モチーフとして使われている。日本のノイズミュージックの草分けであるメルツバウとヨー
ロッパから参加するミュージシャン、バラージ・パンディとリシャール・ピナス、そして写真家の志賀理江子によるビジュア
ルコンサートでは、志賀の新作映像において東日本大震災後に建設された巨大防波堤を歩き続ける人物が映し出される。ドイ
ツのアーティスト、ミーシャ・ラインカウフの展示では、地上では行き来が困難な地域の、でも実は海底にもある見えない国
境を作家自身がてくてくと横断する映像作品が展示される。この作品は、国境の影響力やその強度を問い、ある種の遊び心を持っ
て、身体を使って自由な空間を切り開く。
歩くことから、人間にとっては不可能な「飛ぶ」ことへと理想の美を追求したクラシックバレエの規範、あるいは芸術表現に
おける女性の「美」そのものへの挑戦をパフォーマンスへと化したのは、ヨーロッパの舞台芸術シーンを席巻し、初来日とな
るフロレンティナ・ホルツィンガーである。絶対的な美の規範を、あっさりとパロディ化してしまうその手法をぜひ目撃して
いただきたい。演者と観客の対話により上演が組み上がっていくのは、オーストラリアとヨーロッパを行き来しながら活動す
るサマラ・ハーシュによる作品である。会話がてくてくと展開することにより出来上がるような上演空間と時間は、その場に
いる者だけが体験できる唯一無二のものである。この両作品では、知識や伝統をどのように世代から世代へと受け継いでいく
のか、ということも大きな問いである。
スペースノットブランクの新作では、松原俊太郎による新作戯曲、映像表現と舞台表現の 3 つの要素における多様な行き来が
体験できるであろう。そこでドラマティックに解体され、再生成されるものが何か、ぜひ劇場で体験していただきたい。テキ
ストと身体の拮抗する関係性を作品化するのは、チーム・チープロも同様である。京都での作品創作と発表が 2 年目となるこ
のユニットは、今回は女性性と相撲の四股を参照しながら新たな儀式を形成する。
個人の旅や視点を通じて、大きな歴史の物語と未来の物語を見つめ直すのは、タイの演出家、ジャールナン・パンタチャート
とイランの演出家、アーザーデ・シャーミーリーである。パンタチャートは、タイとミャンマーの歴史的関係に注目し、誰が
壮大な歴史の物語を書くのか、疑問を呈する。シャーミーリーは 2070 年を舞台に、私たちが自分や他人の人生をいかに記憶・
記録するかを問いかける。
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ほぼ 10 年ぶりの日本での公演となるイギリスのパフォーマンス・グループ、フォースド・エンタテインメントの 2 作品にお
いては、あるシステムや枠組みにおける変化、それに対する希望が打ち砕かれることや、それを遊んだりすることなどを読み
解くことができる。両作における、帰結の見えない状況で空転するかのような戯れは、「いま」何が可能かについて考えるよう
に私たちを誘うだろう。
ティノ・セーガル、梅田哲也の作品は、いずれも観客が自ら歩き、発見することを求める。梅田の作品では、観客はかつて別
の用途で使われていた建物のなかで、その空間を存分に体験しながら日常とも上演ともつかないてくてくを体験し、新しい日
常の歩き方を発見するかもしれない。ドイツを拠点とするセーガルの作品は、京都市京セラ美術館の日本庭園でフェスティバ
ルの全期間にわたって展開される。観客は、自分のために歌ってくれる人物に出会うために、自ら庭に足を踏み入れる。
フェスティバルを開催する京都、そして関西地域をアーティストの視点からリサーチし、今後の創作基盤につなげていく
Kansai Studies は 3 年目を迎える。このリサーチプログラムの一旦の区切りとしてこれまでの探求を演劇作品化し、関西地域
での行ったり来たりのてくてくをみなさんに共有する。リサーチと、そこから創造されるものが並列に、あるいはせめぎあい
ながら共存する作品は、どのような表現を獲得するだろうか。
エクスチェンジプログラムである Super Knowledge for the Future [SKF] においては、Shows に関係するトークやワーク
ショップに加え、歩くこと、あるいはそこから発展するアートとポリティクスの関係を紐解くトークなど、多様な角度からフェ
スティバルに参加していただけるプログラムを考えた。

フェスティバル継続の危機について
最後に観客のみなさんには、このフェスティバルがこれまでになく継続の危機にあることをお伝えしたい。新型コロナウイル
ス感染症の影響による経済状況の変化が大きく影響し、このフェスティバルの運営主体である実行委員会が担う予算は、コロ
ナ前と比べて半分程度減少することとなった。公私、国内海外さまざまな助成金を組み合わせてなんとか予定しているプログ
ラムを実現させるために尽力しているが、予算額が減少したことに加えて渡航費のこれまでにない高騰、円安の影響も非常に
大きい。そこで、この文章を完成させようとしている 2022 年 6 月のいま、予算を補填するためのクラウドファンディングに
向けて準備を進めている。
今年度はこのような形でみなさんとプログラムを共有することを目指しているが、その先の継続のあり方についても対応策を
講じていかねばならない。急激に変化するリアリティをまなざすための「実験」を舞台芸術において実践していくこのフェスティ
バルだからこそ、時代と並走していきたいと強く願っている。いかに継続し、対話を続けていくのか。これからもぜひ、共に
思考し、このフェスティバルの挑戦をサポートしていただければ幸いである。

KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクター
川崎陽子
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☞フェスティバルを構成する 3つのプログラム
カンサイ・スタディーズ

① Kansai Studies（リサーチプログラム）
京都発の国際フェスティバルとして、自分たちが立脚する「地域」について自覚的に捉え、フィールドワークを通して探求す
るプログラム。アーティストが中心となり、地域住民やプロデューサー、研究者と一緒に、京都や関西の文化を継続的にリサー
チしていきます。活動を通じて生まれた思考の軌跡やプロセスは特設ウェブサイトに蓄積され、誰もがアクセスできるオンラ
イン図書館として公開。未来のクリエイターや企画のためのナレッジベースや実験場、アイデアソースとなることを目指します。
今回は 3 年間のリサーチの成果を演劇作品として上演します。

☞ dot architects & 和田ながら［大阪／京都｜演劇、リサーチプログラム］

ショウズ

② Shows（上演プログラム）
国内外から先鋭的なアーティストを迎え、いま注目すべき舞台芸術作品を上演するプログラム。京都および関西における舞台
芸術の変遷と動向に注目しながら、ダンス、演劇、音楽、美術といったジャンルを越境した実験的作品を紹介します。

☞ 参加アーティスト
小野彩加、中澤陽／スペースノットブランク ［東京｜演劇］
サマラ・ハーシュ ［オーストラリア／オランダ｜演劇］
フロレンティナ・ホルツィンガー ［オーストリア／オランダ／ドイツ｜パフォーマンス］
松本奈々子、西本健吾／チーム・チープロ ［東京｜ダンス］
メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子
［東京／ハンガリー／フランス／宮城｜ビジュアルコンサート］

梅田哲也 ［大阪｜パフォーマンス］
ジャールナン・パンタチャート ［タイ｜演劇］
フォースド・エンタテインメント ［イギリス｜演劇］
アーザーデ・シャーミーリー ［イラン｜演劇］
ミーシャ・ラインカウフ ［ドイツ｜展示］
ティノ・セーガル ［ドイツ｜ライブアート］

スーパー・ナレッジ・フォー・ザ・フューチャー

③ Super Knowledge for the Future [SKF] ( エクスチェンジプログラム )
アーティストは未来を予見する !? とりわけ実験的な舞台芸術作品と社会を対話やワークショップを通してつなぎ、新たな思考
や対話、フレッシュな問題提起など、未来への視点を獲得していくプログラム。実験的表現が映し出す社会課題や問題をとも
に考え、議論し、現代社会に必要な智恵や知識を深めていきます。ここで獲得できるスーパー知識 ( ナレッジ ) は、予測不能
な未来にしなやかに立ち向かうための拠り所となるはずです !
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☞ Kansai Studies
Kansai Studies は、フェスティバルが立脚する京都や関西の「地域文化」を対象にしたリサーチプログラム。アーティストが
中心となってフィールドワークを行い、その過程で起こった出来事や発見、思考を記録し、特設ウェブサイトで公開・アーカ
イブしていくものだ。その主な目的は、公演に関わる人たち自身の手で、地域が内包する文化的価値やポテンシャルを再定義し、
フェスティバルとしての揺るぎないアイデンティティを築いていくことにある。
生活のあらゆる営みをつなぐ水を手がかりに、関西の風土や文化のねっこを探求し続けてきた大阪を拠点にする建築家ユニッ
ト dot architects と、京都を拠点にする演出家・和田ながら。初年度（2020 年）は「水と琵琶湖」、2 年目（2021 年）は水
の恵みをいただく食事に着目し、関西になじみの深い「お好み焼き」をリサーチ。今期は「循環」へと大きく視点を広げ、山
から川へ、そして生きる糧を育む水田へ。さらには湖や魚たち、海へとめぐってゆく水を見つめながら、3 年間のフィールド
ワークを締めくくっていく。集大成として発表するのは、複数の短編からなるオムニバスの演劇作品。膨大な調査記録や事実
（A 面的なもの）と、そこから想像力を広げて放たれる自由なクリエーション（B 面的なもの）。両者がせめぎ合い、あるいは
並走しながら生まれていく物語は、まだ見ぬ舞台表現へと進化する可能性を秘めている。

dot architects & 和田ながら

［大阪／京都｜演劇］ 新作

うみからよどみ、おうみへバック往来
Countercurrent Journeys

10.14（金）19:00
10.15（土）13:00 / 16:00 ★
10.16（日）16:00 ★
★ポスト・パフォーマンス・トーク

会場☞ 京都芸術センター 講堂
上演時間☞ 90 分（予定）

dot architects
建築家ユニット。大阪・北加賀屋にて、アート、オルタナティブ・メディア、アーカイブ、建築、
地域研究、サークル、NPO など、分野にとらわれない人々や組織が集まる「もうひとつの社会を
実践するための協働スタジオ」コーポ北加賀屋を拠点に活動。設計、施工のプロセスにおいて専門
家・非専門家に関わらず様々な人との協働を実践している。設計だけに留まらず、現場施工、リサー
チプロジェクト、アートプロジェクトなど様々な企画にもかかわる。第 15 回ヴェネチア・ビエン
ナーレ国際建築展（2016）にて審査員特別表彰を受賞（日本館出展作家）。これまでも KYOTO
EXPERIMENT ではデザインチーム UMA / design farm とのリサーチプロジェクト「researchlight」
を展開。現在のメンバーは家成俊勝、赤代武志、土井亘、宮地敬子、池田藍、勝部涼亮の 6 名。

和田ながら

Nagara Wada

京都造形芸術大学芸術学部映像・舞台芸術学科卒業、同大学大学院芸術研究科修士課程修了。
2011 年 2 月に自身のユニット「したため」を立ち上げ、京都を拠点に演出家として活動を始める。
日常的な視力では見逃し続けてしまう厖大な細部を言葉と身体で接写する、あるいは捉えそこない
つまづくさまを連ねるように作品を制作。美術家や写真家、音楽家など異なる領域のアーティスト
とも共同作業を行う。創作コンペティション「一つの戯曲からの創作をとおして語ろう」vol.5 最
優秀作品賞受賞（2015）。こまばアゴラ演出家コンクール観客賞受賞（2018）。2018 年より多角
的アートスペース・UrBANGUILD ブッキングスタッフ。2019 年より地図にまつわるリサーチプ
ロジェクト「わたしたちのフリーハンドなアトラス」に取り組んでいる。2021-22 年度セゾン文
化財団セゾン・フェローⅠ。

Photo by Yuki Moriya
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☞ Shows
01.

小野彩加、中澤陽／スペースノットブランク

［東京｜演劇］ 新作

再生数
Views

10.1 ( 土 ) 14:30 / 19:00
10.2 ( 日 ) 14:30 ★
★ポスト・パフォーマンス・トーク

会場☞ ロームシアター京都 ノースホール
上演時間☞ 90-120 分（予定）

© Ayaka Ono & Akira Nakazawa / Spacenotblank

スクリーンに映されたドラマ。
これは、映画か演劇か？
どちらも劇場で体験される芸術なのに、交わることのない「演劇」と「映画」。一般に、前者はライブで演じられ、後者は映
像を再生する。そんなふたつの邂逅を目撃できるのが、『再生数』だ。
本作を手がけるのは、今注目のコレクティブ「スペースノットブランク」と、岸田國士戯曲賞受賞作家でもある気鋭の劇作家・
松原俊太郎。小野彩加と中澤陽からなるスペースノットブランクは、舞台芸術の新たな思考や手法を探究しながら、固有の環
境や関係により生じるコミュニケーションを創作の根源として活動してきた。
松原とは 2019 年より継続的に協働しており、4 度目となる本作では、なんと、演劇の上演と映画の上映をリアルタイムで
表現していくという。8 人の出演者のうち、2 人が担うのはカメラの役割。残る 6 人が演じる松原作のドラマを、舞台上のスクリー
ンに映し出されたカメラの視点を通して「映画」として鑑賞する。演劇と映画を同時に鑑賞するような二重の体験が待ち受け
ているのだ。
言葉、サスペンス、切実さ、軽快さ……さまざまな意味と印象がコラージュされた松原の戯曲と、スペースノットブランク
の演出によりスピード感をもって解体されていく空間と身体——。舞台上に巻き起こるドラマと再生成されていく演劇と映画
の関係は、いかに結実するのか。その協働が行き着いた新たな境地に、頭痛がするくらいどっぷり浸かりたい。

スペースノットブランク Ayaka Ono & Akira Nakazawa / Spacenotblank
二人組の舞台作家の小野彩加と中澤陽が舞台芸術の創作を行なうコレクティブとして
2012 年に設立。舞台芸術の既成概念に捉われず、独自の新しい仕組みを研究開発しな
がら舞台芸術の在り方と価値を探究している。固有の環境や関係により生じるコミュニ
ケーションを創作の根源とし、作品ごとに異なるアーティストとのコラボレーションを
積極的に行なっている。せんがわ劇場演劇コンクール・グランプリ受賞（2017）。下
北ウェーブ選出（2018）。ロームシアター京都×京都芸術センター U35 創造支援プロ
グラム “KIPPU” 選出（2020）。金沢 21 世紀美術館芸術交流共催事業 アンド 21 選出
（2021）。

松原俊太郎

Shuntaro Matsubara

劇作家。1988 年、熊本生まれ、京都在住。神戸大学経済学部卒。処女戯曲『みちゆき』
（2015）が第 15 回 AAF 戯曲賞大賞を受賞。戯曲『山山』（2018）が第 63 回岸田
國士戯曲賞を受賞。小説『ほんとうのこといって』を「群像」
（講談社）2020 年 4
月号に寄稿。主な作品として『正面に気をつけろ』、
『光の中のアリス』、
『イヌに捧ぐ』
など。2022 年度セゾン文化財団セゾン・フェローⅠ。
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02.

サマラ・ハーシュ

［メルボルン・オーストラリア／アムステルダム・オランダ ｜演劇］

日本初演

わたしたちのからだが知っていること
Body of Knowledge

10.1 ( 土 ) 15:30 / 19:00
10.2 ( 日 ) 15:30 / 19:00
10.6 ( 木 ) 19:00
10.7 ( 金 ) 19:00
10.8 ( 土 ) 18:00
10.9 ( 日 ) 18:00
10.10 ( 月・祝 ) 18:00
★ 10.4：ワークショップ＆ディスカッション p.25

会場☞ 京都芸術センター 講堂
上演時間☞ 105 分

Photo by Pier Carthew

＊ 20 歳未満入場不可（10 代の出演者とそれ以上の年齢の観客が対話する作品のため）。
開演後は途中入場不可。演出の都合上、入場時にスマートフォン・携帯電話等をお預かりします。
各回定員 12 名。

身体の知識は誰から何処へ？
ティーンと大人の対話がはじまる
関西在住のティーンエイジャーが演じる本作だが、舞台上に彼らの姿はない。円形に並べられた椅子と何も知らない 12 人
の観客たち、そして鳴り響く着信音——。これは、受話器の向こうのティーンと対話することで舞台が進行する参加型演劇だ。
これまで異なるコミュニティの交差をテーマに作品を発表してきたサマラ・ハーシュ。この作品では、性教育や身体につい
ての知識の形成に着目しながら、セクシュアリティ、老いや死といったトピックについての世代間対話を試みる。ティーンた
ちが観客に投げかけるのは、「身体について大人に聞きたいこと」という素朴な疑問。大人同士でも気まずくなるような赤裸々
な問いかけに、あなたならどう反応するだろう？
ティーンとの対話によって観客たちが出会うのは、身体やその身体が他者や世界全体への影響にまつわるさまざまな政治的・
社会的視点だ。そうして舞台上では、大人／子ども、教師／生徒、パフォーマー／観客といったヒエラルキーが解体され、そ
れぞれの立場が交差しはじめる。そこにあるのは、知識や知恵を共有するためのオルタナティブな方法かもしれない。

サマラ・ハーシュ

Samara Hersch

演出家。オーストラリア出身、現在アムステルダムとメルボルンを拠点に活動し
ている。アムステルダムのダスシアターで修士号を取得。パフォーマンスとコミュ
ニティの接点を、作品を通して模索している。最近の作品では、世代間の対話に
焦点を当て、パフォーマンスとしての会話について探求している。作品に、ティー
ンエイジャーがホストになり、身体に関する疑問について大人と対話する『Body
of Knowledge』
、70-80 代のパフォーマーが主導する親密な出会いの作品『Sex
and Death』、遠隔地の世代間の出会いがテーマの『For the Time Being』などが
ある。
Photo by Pier Carthew

13

プ レ ス リ リ ー ス 2022.7.19

03.

フロレンティナ・ホルツィンガー

［ウィーン／アムステルダム／ベルリン｜パフォーマンス］

日本初演

TANZ（タンツ）
10.1（土）18:30 ★
10.2（日）18:30 ★
★ポスト・パフォーマンス・トーク
＊両日共にロビーにて開演 30 分前より、
KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクターによるプレトークあり。

会場☞ ロームシアター京都 サウスホール
上演時間☞ 120 分
© Urska Boljkovac

＊高校生、18 歳未満入場不可。人により生理的に不快に感じる
可能性のある過激な表現（血液、他）が多数含まれます。予め
ご了承ください。

美の歴史を高らかに更新する「アクション・バレエ」
ここ数年、ヨーロッパの舞台芸術シーンでもっとも話題を呼んだ作品は？と聞かれたら、まず挙がるのが本作『TANZ（タ
ンツ）
』だろう。そんな数々の賞を受賞してきた衝撃作がついにアジア初演となる。タイトルの『TANZ（タンツ）』はドイツ
語でダンスの意味。舞台は、『春の祭典』を世界ではじめて裸で踊った（1972 年、J. ノイマイヤー振付）ベアトリス・シェー
ンヘルのバレエ教室。本作は、固定化されたジェンダーの象徴としての伝統的なバレエの世界を題材としながら、その “伝統”
をアクロバティックな演技で軽々と飛び越えていく。10 人の女性たち演じるバレリーナは、血みどろのバレエの特訓と心身の
鍛錬を重ね、ついには空中浮遊という超能力的なパワー（ワイヤーパフォーマンス）さえも習得してしまうのだ。
完璧な美しさを追求してきたダンスの歴史——そこにリミックスされるコメディ、サーカス、ポルノといった過激なイメー
ジ。美という名のもとに眼差されてきた女性の身体をあっけなく逆手にとり、芸術表現における女性の身体史に新たな一石を
投じる。いまヨーロッパで誰よりも注目を集めるアーティスト、フロレンティナ・ホルツィンガーと、さまざまな経歴を持つ
20 〜 80 代の女性ダンサーたちがつくり出す、センセーショナルで痛快な問題作。これを見逃す手は今のところない。

フロレンティナ・ホルツィンガー

Florentina Holzinger

ダンサー・振付家。1986 年オーストリア、ウィーン生まれ。ウィーンとアムス
テルダムを拠点に活動。オランダ・アムステルダムの芸術大学、スクール・オブ・
ニューダンス・ディヴェロップメントにて振付を学んだ。ハイ・カルチャーとエ
ンターテイメントの間の揺れ動く境界線と意識的に戯れ、女性の表象のさまざま
なモードを探求しながら女性の身体性が秘める最大限の可能性を問うような作品
を制作し、『Recovery』『Apollon』
『TANZ』の三部作を発表。2021 年にはルネ・
ポレシュが芸術監督を勤めるベルリンの劇場フォルクスビューネのアーティス
ト・イン・レジデンスに招聘される。『TANZ』は Theatertreffen 2020 にも招待
され、ドイツの演劇雑誌 Theater Heute の「年間ベストパフォーマンス」に選ば
れ、Nestroy 賞の最優秀演出家賞を受賞した。
©Apollonia Theresa Bitzan
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04.

松本奈々子、西本健吾／チーム・チープロ

［東京｜ダンス］ 新作

女人四股ダンス
Menstruation Sumo Dance

10.8（土）15:00 ★
10.9（日）13:00 / 16:00 ★
10.10（月・祝）15:00
★ポスト・パフォーマンス・トーク

会場☞ THEATRE E9 KYOTO
上演時間☞ 75 分（予定）

KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN『京都イマジナリー・ワルツ』
Photo by Haruka Oka

相撲と月経をむすぶ
「NEO 子宮系ムーブメント」とはいかに？
KYOTO EXPERIMENT 初の公募プロジェクトで選出され、2 年にわたりリサーチと制作に取り組んできた、松本奈々子と西
本健吾によるパフォーマンス・ユニット「チーム・チープロ」。
2021 年にリサーチを開始したふたりが最初に掲げたテーマは「ワルツ」だった。コロナ禍で「接触」が憚られるなか、京
都に存在したとされるダンス芸妓の史実を起点に戦前京都と現代と接続し、想像上の他者とワルツを踊る作品を発表。続く
2022 年は「女性の身体性」と「触れること／触れられないこと」についてのリサーチを発展させ、「月経の再魔術化」をテー
マとした作品を発表する。習俗と科学的な言説が交差しながら意味づけられてきた「月経」。本作では科学的な知識や理解を重
視しつつも、それだけでは扱いきれない月経の不条理さとともに踊るための「儀式」が執り行われる。そこで導き出されるのは、
股を開き、地面を踏みしめる「四股ダンス」！？

自ら「NEO 子宮系ムーブメント」と称するパフォーマンスは、四股という

型を手がかりに社会の境界を軽妙に越境していく。
2 年をかけて集められた膨大なリサーチを身体に取り込んだ松本と西本。ふたりが繰り出すダンスとテキストが、その絶妙
な駆け引きによりぶつかり合い呼応する本作。レクチャー・パフォーマンスの新たな “土俵” が開かれるかも。

チーム・チープロ

team chiipro

松本奈々子と西本健吾によるパフォーマンス・ユニット。身体と身振りの批評性を
テーマに活動を続けてきた。近年は、都市における具体的な場所や時間から一つの
ステップを見出し、そのステップが喚起する複数のコンテクストとパフォーマーの
身体感覚や記憶の交差をあつかうダンス作品を制作している。主な作品に『20 世
紀プロジェクト』（2017-2018）、『皇居ランニングマン』（2019-2020）など。
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05.

メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子
［東京／ブダペスト／ナント／宮城｜ビジュアルコンサート］

Bipolar

新作

Photo by Lieko Shiga

10.8（土）19:00
10.9（日）19:00
会場☞ 京都芸術劇場 春秋座
上演時間☞ 60 分（予定）
年齢制限・注意事項：
小学生以下入場不可。作品の特性上、大音量の演出があります。

ひたすらに歩き続け、止まることを知らない人がいた
私たちを抑圧するものは何か
舞台を横断する巨大スクリーンには、コンクリートの道の上をひたすらに歩く人の姿が映され、音が鳴り始める。人間社会
と自然の関わり、死への想像から生を思考すること、東日本大震災後は、国や巨大資本が推進した「復興計画」で抑圧され続
ける人間精神の狂いの内実を追い求め、制作を続ける写真家・志賀理江子の新作映像群。2019 年に発表、展示した「ヒューマン・
スプリング」のコンセプトを引き継ぎ、新たな撮影を重ねられたものだ。
本ビジュアルコンサートは、映像を手がける志賀、秋田昌美によるノイズ・プロジェクト「メルツバウ」、秋田との音楽アル
バム「Cuts」にも参加するドラマーのバラージ・パンディ、そして 1970 年代よりフランスのエクスペリメンタル・ロックを
開拓し、現在も作家、ギタリストとして活動するリシャール・ピナスによる、初のコラボレーションとなる。
3 者によって即興的に生み出されていく音の連なりに、リアルタイム編集でつくられる志賀の新作映像が混じり合っていく。
劇場の大きな空間に響く音楽、巨大なスクリーンに照射される映像は、私たちが普段から耳の穴に機器をつっこんだまま聴い
てきた音楽、手のひらのなかのスマホで観てきた映像とは、異なる体験を呼び込んでくれるだろう。身体スケールを超えて、
事象を “浴びる” こと。それがまた次の、あるいは別の歩みにつながることを願って。

主催：KYOTO EXPERIMENT、京都芸術大学 舞台芸術研究センター
共催：独立行政法人国際交流基金
共同制作：KYOTO EXPERIMENT、京都芸術大学 舞台芸術研究センター、独立行政法人国際交流基金
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メルツバウ

Merzbow

秋田昌美によるヴィーガン・ストレイト・エッジ・ノイズ・プロジェクト。1980 年代初頭
のノイズ・インダストリアル・シーンに参加し、海外のレーベルを中心にリリースを始める。
1990 年代にはグラインドコアの影響を受け、デスメタルのレーベル Relapse からアルバム
をリリース。2000 年代には mego の「punk な computer music」に共鳴、ラップトップに
よるライブ手法を日本でいち早く採用した。近年はアナログ機材を中心に制作している。
2003 年頃から「動物の権利」
（アニマルライツ）の観点からヴィーガン（完全菜食主義）を実践。
「捕鯨反対」
「イルカ漁反対」
「毛皮反対」
「家畜動物の解放」等をテーマに作品を制作している。
近年では マッツ・グスタフソン、サーストン・ムーア、BORIS、灰野敬二、Nyantra、ロー
レンス・イングリッシュ、Xiu Xiu、GEZAN、アレッサンドロ・コルティーニなど様々なアー
ティストとのコラボレーションも行っている。新作「Hope」はウクライナ支援の為にウクラ
イナのレーベルからリリース予定。
Photo by Jien Akita

バラージ・パンディ

Balázs Pándi

ハンガリー拠点のドラマー。ダブ、ブレイクコア、フリーインプロヴィゼーション、ノイズ、
グラインドコア、ジャズのあらゆる経験を持ち、ヴェネチアン・スネアズ、オットー・フォン・
シーラッハ、The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble など、世界中の様々なアーティストと活動
しツアーを行ってきた。2009 年以降、メルツバウのライブで頻繁にドラムを演奏しており、
一緒に 3 枚のライブレコードをリリースしている。最近では、メルツバウと共にマッツ・グ
スタフソンとトリオで演奏している。彼らは 2013 年に「Cuts」を RareNoiseRecords から
リリース。2013 年からはハンガリーのニュースサイト Index でジャーナリストとして活動
している。

リシャール・ピナス

Richard Pinhas

音楽家・ギタリスト・作家。フランスの哲学者ジル・ドゥルーズやジャン・フランソワ・リ
オタールのもとで哲学を学び、1970 年代より、音楽家・ギタリスト・作家として活動。フ
ランス屈指のアヴァン・ロック・グループで、後の「Heldon」となるバンド「Schizo」を創
設し、フランスを代表する実験音楽家であり、エレクトロニック・ロックの発展における中
心的人物として知られる。ロバート・フリップやブライアン・イーノなどの影響を受けなが
らも、非常に独創的な音楽スタイルを生み出す。ソロやバンドで精力的に活動するだけでな
く、哲学に関する著書を執筆するなど、音楽というジャンルにとどまらない活動を行ってい
る。
Photo by Richard Dumas

志賀理江子

Lieko Shiga

写真家。1980 年愛知県生まれ。2008 年宮城県へ移住。2004 年ロンドン芸術大学チェル
シー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン卒業。自らの写真行為の始まりを、
「近
代の果てのような時代に整備された安全・清潔・便利な住環境の中で育った私と、シャッター
ボタンを押すだけで目の前の現実を写し、そのイメージを手にできてしまうカメラ機器の親
和性は、その暴力性において極めて高かった」とし、人間社会と自然の関わり、死への想像
から生を思考すること、東日本大震災後は、国や巨大資本が推進した「復興計画」で抑圧さ
れ続ける人間の心身の狂いの内実を追い求めるような制作を続ける。近年は宮城県の制作の
場「Studio Parlor」をオープンスタジオとして定期的に開き、ワークショップ、トークなど
をアートコレクティブ「PUMPQUAKES（パンプクエイクス）」のメンバーのサポートの元
で開催している。主な展覧会に「ヒューマン・スプリング」（東京都写真美術館、2019）
、
「Off
the Wall」（サンフランシスコ近代美術館、2021）、「つまづきの庭」（旧観慶丸商店・石巻、
2022）がある。2021 年、Tokyo Contemporary Art Award（TCAA）2021-2023 を受賞。
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06.

梅田哲也

［大阪｜パフォーマンス］ 新作

リバーウォーク
Riverwalk

10.13（木）–10.14（金）
17:00 / 17:20 / 17:40 / 18:00
19:00 / 19:20 / 19:40 / 20:00 / 20:20
10.15（土）–10.16（日）
13:00 / 13:20 / 13:40 / 14:00
15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:20
会場☞ 京都中央信用金庫 旧厚生センター
上演時間☞ 60 分（予定）
Photo by Yuko Amano

* 中学生以下は保護者の同伴が必要。
本作品はツアー型パフォーマンスです。
会場内にはエレベーター、エスカレーターはございません。
各回定員 9 名。

日常にある些細なものごとも、
私たちを動かし、既存の認識を疑わせる
水、ペットボトル、空き缶、米、段ボール、電球、家電……、梅田哲也は、どこにでもあって誰にでも手に入れられる素材
を多用する。そして、その場所の機能や性質、土地の文脈に寄り添い、時には利用しながら空間と体験する時間をつくり込む。
だからだろうか、作品が占める領域とそうでないものの境界は曖昧で、極端な話、帰り道で誰かに声をかけられたとして、「こ
れも作品だろうか……？」と疑ってしまう。
今回新たにつくられるツアー型作品も、会場の建築を生かす梅田の空間のとらえ方・介入の結果が積み重なり、展覧会とパ
フォーマンスの間にあるような景色となっているだろう。1930 年に建てられ、かつては銀行として機能していた特徴的な 3
階建ての建築のなかを、観客は時間差で案内され進んでいく。建物の構造を活かしたインスタレーションで構成された各フロ
アでは、ガイド役あるいは作品内部の人物と出会い、小さな出来事の数々に遭遇していくことになる。観客がその場に居合わ
せるかどうか、何に着目するか、その行動や意識の先を絶妙に導く梅田作品は、作品の体験を自らの手で「変えられる」こと
も教えてくれる。そしてそれは、私たちの日常にも介入していく。会場を出てから出会う京都のまちは、どんな風景になって
いるのだろう。

梅田哲也

Tetsuya Umeda

建物の構造や周囲の環境から着想を得たインスタレーションを制作し、美術館や博物
館における展覧会のほかに、オルタナティブな空間や屋外において、サイトスペシ
フィックに作品を展開する。パフォーマンスでは、普段行き慣れない場所へ観客を招
待するツアー作品や、劇場の機能にフォーカスした舞台作品、中心点をもたない合唱
のプロジェクトなどを国内外で発表。また先鋭的な音響のアーティストとしても国際
的に知られている。近年のパフォーマンス作品に『Composite: Variations / Circle』
（Kunstenfestivaldesarts・ブリュッセル、2017）
、『INTERNSHIP』
（国立アジア文化
殿堂・光州、2016 ／国際舞台芸術ミーティング in 横浜・KAAT 神奈川芸術劇場ホール、
2018）など。近年の展覧会に「さいたま国際芸術祭 2020」（旧大宮区役所、2020）、
個展では「梅田哲也 イン 別府『Ｏ滞』」（別府、2020-2021）がある。2022 年度セ
ゾン文化財団セゾン・フェローⅡ。
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07.

ジャールナン・パンタチャート

［バンコク・タイ｜演劇］

新作

ハロー・ミンガラバー・グッドバイ
I Say Mingalaba, You Say Goodbye

10.15（土）19:00
10.16（日）13:00 ★ / 19:00
★ポスト・パフォーマンス・トーク

会場☞ ロームシアター京都 ノースホール
上演時間☞ 90 分（予定）
* 未就学児入場不可。小学生以下は保護者の同伴が必要。

私は歴史をつくり出し、
歴史は私に影響する

© Kajit Pramsukdee

「歴史」として共有されるストーリーと個人的な出来事の間には、何が横たわっているのだろう？

そんな疑問に焦点を当て

るのが、タイ出身のジャールナン・パンタチャートが隣国・ミャンマーのアーティストや俳優たちとの協働により、個人と政治・
国家の関係を描き出す新作だ。
2,400km におよぶタイ・ミャンマー国境線のうち、正確に定められた国境はたった 59km に過ぎない。この長らく緊張関係に
ある隣国にパンタチャートが興味を抱いたきっかけは、ミャンマーのアーティストとの個人的な出会いだった。ところが、コ
ラボレーション作品の構想開始からほどなくして、2021 年のミャンマークーデターが起きる。2 国間を行き来できない状況で、
教科書やニュース、物語などの資料を手がかりにリサーチを進めるが、調べるほどに明らかになるのは、自分がいかに隣国を
知らないかということ。そこで、パンタチャートはより個人的な視点に目を向ける。4 人の俳優とのオンラインまたは対面で
の協働を経て、各々が行った 2 国のリサーチに基づく戯曲を書き上げた。
こうした政治的背景をもつ本作だが、舞台そのものは意外にもコミカルに描かれている。俳優全員がジャールナンに扮し、
タイ語・ビルマ語・日本語・英語が錯綜する予想外の展開に、気づけばのめり込んでしまうに違いない。そして幕が降りたとき、
観客たちの頭に浮かぶのは「信じられる言葉とは？」といったシンプルで難解な問いだ。

ジャールナン・パンタチャート

Jarunun Phantachat

俳優、劇作家、演出家、プロデューサー。バンコクを拠点とするフィジカル・シアター・グループ
B-Floor Theatre の共同ディレクター。B-Floor の数々の作品に出演、プロデュースし、日本、シ
ンガポール、インドネシア、韓国、デンマーク、米国と国際的にツアーを行っている。自身の主な
演出作品は『The Other Land』『Demographic Survey』『Abstract of Dream』『Ceci N'est Pas la
Politique』
『A Midsummer Night's Dream』
、The Bangkok Post の 10 年間のトップ 10 作品に選
ばれた『Lear and His 3 Daughters』
、2015 年に国際演劇評論家協会（IATC - Thailand）のタイ
部門最優秀演出賞を受賞した『Test of Endurance』など。2014 年、パンタチャートはタイ現代芸
術文化省から演劇の優れた功績に与えられる名誉あるシンラパトーン賞を受賞した。パンタチャー
トは、フリーランスのライター、タイのオンラインゲームの声優ディレクター、現代タイの台本の
翻訳と出版をキュレーションするグループ「Collective Thai Scripts」の共同創設者でもある。
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08.

フォースド・エンタテインメント

［シェフィールド・イギリス｜演劇］

日本初演

もしも時間を移動できたら
To Move In Time

10.20（木）19:00 ★
10.22（土）14:00
上演時間☞ 55 分

リアル・マジック
Real Magic

To Move In Time, Photo by Hugo Glendinning

10.22（土）19:00
10.23（日）14:00 ★
上演時間☞ 100 分
★ポスト・パフォーマンス・トーク

会場☞ 京都芸術劇場 春秋座（特設客席）

安全な場所から観ていても、
あなたはその渦中にある

Real Magic, Photo by Hugo Glendinning

もしも、過去や未来にタイムトラベルできるとしたら、どんなことをするか。「友だちが失くしたものを見つけられるかも？」
「戦争も止められる？」「金持ちになるには？」といった各種アイデアをモノローグ形式で語る『もしも時間を移動できたら』。
何が重要で、何に関心があり、何を変えられるか。空想・妄想・夢想の数々を広げた先に、そもそもの設定さえもはみ出していく。
一方の『リアル・マジック』は、パフォーマーの 1 人が頭の中に思い浮かべている言葉を、目隠しされた回答者が当てようとし、
クイズマスターがあおっていくクイズショースタイル。膨らむ正解への期待、不条理な進行によるドタバタが場の可笑しみを
育てていく。
1984 年の結成以来、イギリス現代演劇の地平を切り拓いてきたフォースド・エンタテインメント。今回上演の 2 作品は、
シンプルな設定ながら、場に起こるパワーバランスや、背後にある構造自体へと、観客の目を向けさせる。資本主義経済、都
市における流通、組織の構造……、すでにあるシステムや構造の否定だけではなく、目の前にある状況に対して「私たちはど
う反応できる？」「あなたならどうする？」と問いかけられる。

フォースド・エンタテインメント

Forced Entertainment

1984 年に設立されたイギリス・シェフィールドを拠点とする劇団。アーティストと
作家のティム・エッチェルスを中心に、デザイナーとパフォーマーのリチャード・ロ
ウドン、パフォーマーのロビン・アーサー、クレール・マーシャル、キャシー・ナデン、
テリー・オコナーらが所属している。長年にわたり、これらのメンバーがコアとなり、
多くのゲスト・アーティストやパフォーマーをプロジェクトに迎えてきた。フォースド・
エンタテインメントの作品は、ジャンル、物語、演劇の常識を覆し、演劇だけでなく、
ダンス、パフォーマンス・アート、音楽、キャバレーやスタンドアップなどからも影
響を受けている。イギリス、ヨーロッパ本土、北米、日本、オーストラリアなど世界
各地で、画期的で挑発的なパフォーマンスをツアーで発表し、30 年以上にわたってメ
ンバー間のコラボレーションを続けている。2016 年に国際イプセン賞を受賞。
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09.

アーザーデ・シャーミーリー

［テヘラン・イラン｜演劇］

日本初演

Voicelessness —声なき声
10.21（金）19:00 ★
10.22（土）17:00
10.23（日）17:00
★ポスト・パフォーマンス・トーク

会場☞ ロームシアター京都 ノースホール
上演時間☞ 55 分
*15 歳以上推奨。小学生以下入場不可。

© Roberta Cacciagla

2070 年から照射される現代は、
「今」とどう重なり合うか
「未来の世代は、私たちの時代をどのように判断するのだろう？」
政治やテクノロジー、芸術に限らず、すべての分野において、常に投げかけられるべき問いのひとつだ。本作の随所にみら
れる現代社会へのまなざしも、その問いを根っこに持っている。
作品の舞台は 2070 年。表現の自由が抑圧されディストピアと化した世界。若い女性が 50 年前に失踪した祖父の真相を突
き止めようと奮闘し、物語はドライブしていく。言論統制され、過去に起きた不都合な事実を事実として公言できない世界に、
主人公が得られる真実とはなにか。
脚本・演出・出演をつとめるのは、イラン最大の都市テヘランを拠点に活動し、劇作家、パフォーマー、元ジャーナリスト
など多様な顔を持つアーザーデ・シャーミーリー。自身の経験から生まれた本作は、過去の不当な状況がどのように女性を動
かしていくか、また、書類や映像、音声などを通して彼女自身の物語がどのように再構築されていくかを観客に追体験させる。
ある出来事について証拠がない場合、それはその出来事が起こらなかったことになるのか？
れはその出来事が起こったことになるのか？

アーザーデ・シャーミーリー

もし、証拠が確認できれば、そ

現代を生きる「私たち」の物語としても見ることができる。

Azade Shahmiri

シアターアーティスト、パフォーマンスメーカー。2009 年にテヘラン大学演劇
学科を卒業し、芸術学の博士号も取得。シャーミーリーの作品は、演劇、パフォー
マンス、インスタレーションの形態を横断する。テキストと並んで、映画、ビデ
オ、音と視覚の素材のコラボレーションが彼女の創作の中心となっている。シャー
ミーリーの作品は、テヘラン、光州、ケーララ、ウィーン、チューリッヒ、バーゼル、
エディンバラ、ブリュッセル、ベルリン、ジュネーブ、マンハイムなど、ヨーロッ
パとアジアの様々な劇場やフェスティバルで上演されている。
Photo by Leila Ahmadi Abadeh
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10.

ミーシャ・ラインカウフ

［ベルリン・ドイツ｜展示］

Encounter the Spatial —空間への漂流
10.1（土）–10.23（日）10:00-20:00
＊ 10.1（土）は 22:00 まで

会場☞ 京都芸術センター ギャラリー北・南

Fiction of a Non-Entry

Endogenous Error Terms
©Mischa Leinkauf - alexander levy - VG Bild/Kunst

見えない境界を探る
徒歩、潜伏、遊び
海底に積もる砂を巻き上げながら、前方を見据え、ゆっくりと歩くミーシャ・ラインカウフの後ろ姿。作家がとらえようと
しているのは「国境」という不可視の線だ。ここは、イスラエルとヨルダン、エジプト、あるいはジブラルタル海峡のスペイ
ンの飛び地セウタとモロッコのあいだ。本作《Fiction of Non-Entry（入国禁止のフィクション）》は、越境困難な陸路ではな
く人の手の及ばない海底で、その境界を実際に跨ごうと歩き続ける作家自身のドキュメンタリーでもある。
また、ラインカウフは東日本大震災直後の東京を起点に、ロシア、モンゴル、アテネ、ウィーン……と移動を繰り返し、各
都市の安全性を担う巨大インフラ＝地下水路や下水道、シェルターなどに潜ってきた。その暗闇から外の世界を見つめた作品
《Endogenous Error Terms（内生的エラー）》も同じく展示される。
現代アートの文脈では、ブルックリン橋に掲げられていた星条旗を手作りの白い星条旗に置き変え、その様子をマティアス・
ヴェルムカとともに映像作品とした《Symbolic Threats》が有名だろう。本展では、都市や国家における物理的空間のはざま、
大きなコントロールシステムの歪みで遊ぶ作家の、新たな探求をのぞき見ることができる。

ミーシャ・ラインカウフ

Mischa Leinkauf

ベルリン生まれ、在住のラインカウフは、都市環境の隠された可能性や、国境、規則、
建築、障壁を通じた空間の様々な制限を作品で扱っている。準自然的な秩序に介入
することで、一時的な苛立ちを生み出し、再コーディングのための空間を開くよう
な状況を引き起こしている。特に、公共空間とアクセス制限のある非公共空間の境
界線に焦点をあてている。ラインカウフのクロスメディア活動は、パフォーマンス
やビデオ・インスタレーション、映像、写真なども含む。彼の作品は、ベルリン国
際映画祭、東京都現代美術館、ボン美術館、カールスルーエ・アート・アンド・メディ
ア・センター、マニフェスタ 11、ストックホルム近代美術館、ヘルシンキ市立美
術館などの映画祭、美術館、アートスペース、ギャラリーで国際的に展示されてい
Photo by Valerie Schmidt

る。
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11.

ティノ・セーガル

［ベルリン・ドイツ｜ライブアート］

これはあなた
This You

10.1（土）–10.23（日）10:00-18:00
＊月曜休館（10.10 は祝日のため開館）
会場☞ 京都市京セラ美術館 日本庭園

日本庭園

一度として同じかたちにならない、
行為と場のクリエーション

Photo by Takeru Koroda

ヴァン クリーフ & アーペルによるプログラム「Dance Reflections」と、KYOTO EXPERIMENT のコラボレーションプロジェ
クトが始動。初年度となる今回は、世界的に注目されるアーティスト、ティノ・セーガルによる『これはあなた』（2006 年初演）
を日本初披露する。（本作に加え、ポストモダンダンスの源流とその継承について紐解くビデオダンス企画とトークも開催期間
中に京都市京セラ美術館で開催予定）
セーガルは、絵画や彫刻のような “もの” をつくるのではなく、ある “指示” をインタープリター＝翻訳者と呼ばれる参加者
に出し、それが訪れる人たちの前で実行され体験が立ち上がる、ということを自身の創作としている。そのため、セーガルの
作品は写真や映像で記録されることがなく、その場でしか見ることができない。
『これはあなた』は、京都市京セラ美術館の日本庭園が舞台。ここでは、翻訳者が歌い手となって、開かれた庭園を訪れる人
たちと 1 対 1 で向き合い、その人の姿、印象を、とびきり気さくに、親密なかたちで翻訳し伝えてくれる。それは、そのとき
その場所でしか得られない、はかなくも記憶に残る体験となるだろう。
主催：KYOTO EXPERIMENT、Dance Reflections by ヴァン クリーフ & アーペル
https://www.dancereflections-vancleefarpels.com/en

ティノ・セーガル

Tino Sehgal

1976 年ロンドン生まれ、現在はベルリンを拠点に活動。"constructed situations" と
呼ばれるインスタレーションを制作。ベルリンで政治経済を学び、ドイツのエッセ
ンにあるフォルクヴァンク芸術大学でダンスを学ぶ。セーガルは、人間の身体、声、
社会的相互作用のみを使って構成された作品で知られている。彼の芸術活動は、社
会的な出会いの一瞬のジェスチャーや繊細さに焦点を当て、物質的な対象ではなく、
参加と開かれた交換を価値の主題としている。これまでにグッゲンハイム美術館
（ニューヨーク、2010）、テート・モダン（ロンドン、2012）、アムステルダム市立
美術館（アムステルダム、2015）、パレ・ド・トーキョー（パリ、2016）
、小田原
文化財団（小田原、2019）、ブレナム宮殿（オックスフォード、2021）などにおい
て個展が開催されている。
Tino Sehgal in Piazza Maggiore,
in occasione di ART CITY Bologna 2022,
foto di Ornella De Carlo,
Courtesy MAMbo – Museo d’ Arte Moderna di Bologna
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SKF]]
☞ Super Knowledge for the Future [SKF
☞ プレイベント① 『TANZ（タンツ）』をめぐるトーク

トーク

9.25（日）18:00–19:30（後日アーカイブ配信あり）
会場：UrBANGUILD
ゲスト：シモーヌ深雪（シャンソン歌手／ Drag-Queen）
、
小崎哲哉（ICA 京都 REALKYOTO FORUM 編集長）
聞き手：KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクター
料金：1,000 円（1 ドリンク付き）
2021 SPRING で映像上映した『Apollon』において、そのぶっ飛んだ女性の身体表象で京都の観客の度肝を抜いたフロレンティ
ナ・ホルツィンガー。その後制作され代表作となった『TANZ（タンツ）』が今回ついに日本初演を迎えるにあたり、そのテー
マとする女性の身体への眼差し、固定化された価値観への逆襲のあり方、などを基軸にトークイベントを開催する。ゲストに
迎えるのは、日本におけるドラァグクイーンの草分けであるシモーヌ深雪と、現代アートから舞台芸術まで縦横無尽な視点を
持つ編集者・小崎哲哉。『TANZ（タンツ）』はその過激な表現に注目が集まりがちだが、この機会に多様な視点から作品を読
み解いていきたい。

☞ プレイベント②「GEIST」に聞くエクスペリメンタル・ミュージックの現在形

トーク

9.29（木）18:00–20:00
会場：京都芸術劇場 春秋座
ゲスト：石川琢也（エクスペリエンスデザイナ・アートディレクター・研究者）、白石晃一（美術家・研究者）、城一裕（研究者・アーティ
スト／オンライン登壇）
、日野浩志郎（音楽家・作曲家）

聞き手：塚原悠也（KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクター）、川原美保（京都芸術大学 舞台芸術研究センター プロデューサー）
関西を拠点に「goat」「YPY」の活動のほか、近年では太鼓芸能集団「鼓童」への作曲提供など、高い強度と実験性を備えた展
開を続ける⽇野浩志郎。彼が演出を手掛ける複合的な音空間を混在させる全身聴取ライブ「GEIST」、その制作メンバーに、現
代における実験音楽の多様な在り方や、その今日的意義、方向性について実際に劇場空間で音源を聴きながら話を聞く。パフォー
ミングアーツとしての音楽、その野心的な実験性について、思考を掘り下げる機会となる。
KPAC レクチャー・ワークショップシリーズ
主催：京都芸術大学舞台芸術研究センター、KYOTO EXPERIMENT
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）独立行政法人日本芸術文化振興会

☞ フロレンティナ・ホルツィンガー

ワークショップ

ワークショップ

10.3（月）19:00–20:30
会場：ゲーテ ･ インスティトゥート・ヴィラ鴨川 ホール
ファシリテーター：フロレンティナ・ホルツィンガー
対象：年齢 18 歳以上・高校生不可（ダンス歴、経験は問いません）
言語： 英語（日本語逐次通訳あり）
料金：1,000 円
© Apollonia Theresa Bitzan

『TANZ( タンツ )』で来日するフロレンティナ・ホルツィンガーが公演翌日にワークショップを開催。2021 SPRING でも、オ
ンラインで作品に必要な強い身体性やトレーニング法を紹介してくれたホルツィンガーが、今回ついにリアルで登場。格闘技
やスタントなど、作品に取り入れている身体的なアプローチのみならず精神的な挑戦まで、作品創作の一端にも触れることが
できる機会となる。ダンス経験は必要ないが、ホルツィンガーいわく「限界まで挑戦」してみたいという人、ぜひ体験してみて。
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☞ サマラ・ハーシュ

ワークショップ＆ディスカッション

ワークショップ

10.4（火）17:00–19:00
会場：京都芸術センター 講堂
ファシリテーター：サマラ・ハーシュ
対象：アーティストとして活動している方
料金：1,000 円

言語：英語（日本語逐次通訳あり）

今回の KYOTO EXPEIRMENT で、『わたしたちのからだが知っている
こと』を日本初演するサマラ・ハーシュ。その創作活動において、さま
ざまなコミュニティにおける異世代間のエクスチェンジにフォーカスし
てきたハーシュが、関西地域のアーティストとその創作の実践を体験で
きるワークショップを開催する。ワークショップに加えてディスカッ
ションの時間も設け、ハーシュの活動を存分に掘り下げることができる
時間となる。
「あるコミュニティにおいて、演劇を通して世代間の対話
を起こすとはどういうことなのか？」と一緒に考え、自身の今後の創作
Photo by Robert Catto

活動に活かしていきたいという人こそ、参加していただきたい。

☞ 写真家 志賀理江子トーク

トーク

10.5（水）17:00–18:30
会場：京都芸術劇場 春秋座
ゲスト：志賀理江子（写真家）
聞き手：竹内万里子（批評家・作家）
春秋座での公演に先立ち、今回のために 2 年以上の時間をかけて東北
地方での映像制作を進めてきた写真家の志賀理江子が、その創作プロセ
スを語るトークイベント。志賀にとって舞台公演における本格的な映像
制作は今回が初となる。ミュージシャンとのコラボレーションを控えて、
東日本大震災後の 11 年の復興の歩みの中で試行錯誤されたさまざまな
制作のコンセプトについて聞く。その聞き手を務めるのは、京都芸術大
学教授で批評家・作家の竹内万里子。上演に先駆けて、志賀の映像世界
をまずはトークで体験できる絶好の機会となる。

志賀理江子

竹内万里子
Photo by Hirotsugu Horii

KPAC レクチャー・ワークショップシリーズ
主催：京都芸術大学舞台芸術研究センター、KYOTO EXPERIMENT
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）独立行政法人日本芸術文化振興会

☞ 実践「ニューてくてく」時空を越える山歩き─安祥寺上寺跡を訪ねて─
山歩きツアー

10.8（土）10:00–13:00 頃
集合場所：ミーティングポイント
所要時間：約 3 時間（解散場所：春秋山荘 [ 山科 ]）
案内人：梶川敏夫（歴史考古学者）、吉岡洋（美学者／京都芸術大学教授）
京都は世界中から人々が集まる古都だが、観光案内には載っていない面白い場所もまだまだたくさんある。主要な観光地は公
共交通機関によって結ばれているが、知られざる場所にはてくてく歩いて行かなれければ辿り着けない。京都盆地周辺の山の
中を抜けてゆく道を行くと、きわめて魅力的な風景や史跡を見出すことができる。本プログラムでは南禅寺の東から山に入り、
平安時代に創建され長らく廃寺となっていた安祥寺上寺跡を見て山科盆地の北へ出るコースを、歴史考古学者の梶川敏夫氏の
ご案内で歩いてみる。「ニューてくてく」をぜひ一緒に実践してみよう。
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☞ LGBTQ 勉強会 KYOTO EXPERIMENT 編

レクチャー／勉強会

10.10（月・祝）11:00–14:00
会場：京都芸術センター ミーティングルーム 2
スピーカー：和田華子（俳優）
KYOTO EXPERIMENT で紹介する作品には、性的マイノリティの人物やそれにまつわる
トピックを扱うものもあり、また、フェスティバルで上演する作品のみならず、普段目
にするドラマや映画・演劇などでも同様だろう。一方で、作品を創作する側・鑑賞する
側のいずれにおいても、性的マイノリティに対する知識や理解度が依然低いことは否定
できない。これからの社会を生きていくために、必要な知識を身につけることが求めら
れているのではないだろうか。この勉強会では、俳優として活躍しながら、2019 年より
主に俳優、劇作家、演出家に向けた LGBTQ 勉強会を開催している和田華子氏をスピーカー
に招き、LGBTQ の基礎的な知識や日本の現状、演劇や映像の現場における就労環境など
について解説していただく。

和田華子

☞ アートとポリティクス <1> 沖縄、アートとアクティビズムのあいだで

© Eiri Motoyoshi

上映会／トーク

10.17（月）18:00–20:30
会場：ロームシアター京都 ノースホール
ゲスト：福地リコ（映画監督／ライター）
聞き手：林立騎（那覇文化芸術劇場なはーと）、

KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクター
『Childhood’ s end』©︎ 福地リコ

2022 年は沖縄が日本に「復帰」して 50 年の節目の年である。歴史的で政治的なアートが無言のまま沖縄に求められているよ
うな現状にあって、映画作家・福地リコは制作とアクティビズムへの関わりの双方で特異な実践を続けてきた。その作品上映
とトークを通じて、政治とアートの関係、アートに可能な別種の政治性への問いを開く。上映作品は、近未来の沖縄を舞台に、
米国人や富裕層が暮らす安全な区域「ベース」と、その他の荒廃した区域に分断されている中、ベースから外に出て走りまわ
る三人の若者を描く『BOUNDARIES』
（2020 年）と、
「まなざされる沖縄」ではなく「まなざす沖縄、移動する沖縄」を切り
取る『Childhood’ s end』（2022 年）。
企画：那覇文化芸術劇場なはーと、KYOTO EXPERIMENT

☞ アートとポリティクス <2> イメージの争奪戦—2020 年代のタイ—

トーク

10.22（土）11:00–13:00
会場：ロームシアター京都 パークプラザ 3 階 会議室
ゲスト：福冨渉（タイ文学研究者、タイ語翻訳・通訳者）
聞き手：森山直人（演劇批評家）
近代を振り返ると、タイという国の国民統合においては多くの「イメージ」が用いられてきた。国王を〈慈父〉とみなし国民を〈子〉
とみなす、温情的＝強権的な親子関係。国家の三原則を示す三色旗。テレビ、街中、映画館に氾濫する王族たちの御真影や軍
人首相の肖像。2020 年から続く、若者たちを中心とした民主化運動の周辺では、これらのイメージに付与されていた意味を
脱構築し、再利用し、タイ社会に新たな批評の空間を生み出そうとする動きが見られる。タイ文学研究者で、パフォーミングアー
ツの分野までさまざまなタイのアーティストとの親交も深い福冨渉氏をゲストに迎え、文学、アート、舞台芸術などの分野の
作品から、この新しい流れを検討する。
企画協力：森山直人
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☞ アートとポリティクス <3> ロシアのアート・アクティヴィズム

トーク

10.23（日）11:00–13:00
会場：ロームシアター京都 パークプラザ 3 階 会議室
ゲスト：上田洋子（ロシア文学者、ロシア語通訳・翻訳者）
聞き手：森山直人（演劇批評家）
ロシアの芸術を考えるときに、政治という要素を切り離すことはなかなかでき
ない。20 世紀のロシア・アヴァンギャルドは、帝国の政治体制に不満を抱き、
ソ連という新しいユートピアを実現しようとした人々による運動だった。2022
上田洋子

年 2 月 24 日、ロシアはウクライナに侵攻した。それまでも政権の腐敗や国民
の無関心をアート・アクティヴィズムの手法で指摘し、社会に関与しようとす
るアーティストはたくさんいたが、戦争は人々の何を変えるのか。ロシア文学
者の上田洋子氏をゲストに迎え、プッシー・ライオットから現在の戦時下のス
トリート・アートまで、ロシアの反体制アートを考える。
企画協力：森山直人

☞ コミュニティラジオ

ラジオ

日程：開催期間中の毎週木曜日 12:30–
DJ：渡邉裕史（KYOTO EXPERIMENT）
フェスティバル会期中、KYOTO EXPERIMENT スタッフの渡邉裕史の DJ に
よるコミュニティラジオを配信。各作品の制作秘話から、日々の会場で起こる
出来事、最新イベント情報まで、あらゆる角度からフェスティバルの「舞台裏」
を紹介する。ミーティングポイントが配信スタジオとなり、多彩なゲストも登
場予定。実験的作品とみなさんの距離をぎゅっと縮める、音声配信プログラム
Photo by Takuya Matsumi

に乞うご期待！
視聴無料
＊ Instagram アカウントから配信 @kyotoexperiment

☞ 批評プロジェクト 2022

公募

メンター：森山直人（演劇批評家）
応募締切：10.25（火）
演劇批評家の森山直人氏を講師に迎え、実験的舞台芸術の批評・評論を学ぶプ
ロジェクト。参加要件は、対象演目の『TANZ（タンツ）』を鑑賞し、レビュー
を書いて応募すること。ここから選出された応募者 ( 若干名 ) は森山氏による個
別指導を受け、内容をブラッシュアップすることができる。完成原稿は KYOTO
EXPERIMENT のウェブサイト、及び次回のフェスティバルマガジンに掲載予
定。批評とはなにか？とラディカルに考えるだけではなく、ライティングを通
して作品を読み込む面白さ、そのプロセスを多くの人と共有することの豊かさ
を体感してもらいたい。
27

森山直人

プ レ ス リ リ ー ス 2022.7.19

☞ミーティングポイント
フェスティバル開催期間、ローム・スクエアに出現する「ミーティングポイント」は、観客とフェスティバルとをつなぐ交
流の場。今回は、森千裕と金氏徹平によるアートユニット「CMTK（森千裕×金氏徹平）」が、大型のレンチキュラー印刷 * を
用いたインスタレーション作品をミーティングポイントとして制作・設置する。
独自の視点による都市観察を通じて拾い集めたイメージの断片を取り込み、作品を制作する森と、身のまわりの事物を素材
に、コラージュ的手法を用いて美術・彫刻作品を制作する金氏。文脈に寄らず、新たな表現のあり方を探る両者がつくり出す、
変化し続ける屏風、あるいは人を惑わす迷路のような壁。それによって空間は変容し、そのイメージを見るためには身体と眼
を動かし続ける必要がある。
会期中の週末には、ワークショップ、トークなど、子どもから大人まで楽しめるイベントを開催予定だ。併設のフェスティ
バルボックスでは、コミュニティラジオの発信から、常駐スタッフのプログラム案内も（何を見たらいいか迷ってる人はこち
らに）。
* レンチキュラーレンズにより、見る角度によってイメージが立体的に見えたり、
変化して見えたり、動いて見えたりする印刷手法

開場日時：10.1（土）–10.23（日）12:00–18:00（火・水 休場）
（10/1, 2, 8, 15, 16, 21, 22, 23 は 12:00-21:30）
＊雨天時等は休場となる場合があります。
会場：ロームシアター京都 ローム・スクエア
観覧料：無料（一部、有料イベントあり）

レンチキュラー印刷を用いた作品

作品イメージ

森千裕

©Chihiro Mori

© CMTK

©︎ Kayo Ume

CMTK（森千裕×金氏徹平）
独自の視点による都市観察を通じて拾った断片を取り込み作品を制作する森千裕と、
身のまわりの事物を素材に部分を切り抜き繋ぎ合わせることで、既存の文脈を読み替
えるコラージュ的手法を用いて作品を制作する金氏徹平によるアートユニット。メディ
アやイメージを自在に組み合わせながら、離れた空間、時間、文脈を行き来しつつ協
働して作品制作を行なう。Art Collaboration Kyoto（京都、2021）、やんばるアートフェ
スティバル（沖縄、2021）に参加。

金氏徹平

令和 4 年度日本博イノベーション型プロジェクト 補助対象事業
（独立行政法人日本芸術文化振興会／文化庁）
「KYOTO EXPERIMENT ミーティングポイント」プロジェクト〜京都の文化資源を活かした交流の広場
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☞関連プログラム
☞ ステージ インキュベーション キョウト
「舞台芸術プロデュース講座～演劇・ダンス編～」
地域の舞台芸術のプロデュース／企画制作領域の専門人材の育成プログラム。強力な講師陣を迎え、舞台芸術プロデュース、
舞台制作、マネジメントに関する講座とワークショップを開催します。
おもにユース層に向けて、地域で活動する演劇サークルや若手劇団を中心としたネットワーク構築、コロナ禍からの活動再開
を促し、パワーを喚起することで、舞台芸術シーンの活性化及び地域の文化芸術振興を目指します。
期間： 2022 年 10 月 –12 月
会場：ロームシアター京都

全 8 回＋プレ企画＋番外編
ほか

対象：舞台プロデュース、マネジメントに興味を持っている人。舞台制作業務に携わっている人。
自身の団体で運営・企画に携わっている人。18 歳以上。経験不問。
主催：ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）、
KYOTO EXPERIMENT、NPO 法人京都舞台芸術協会、京都市、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
協力：舞台芸術制作者オープンネットワーク ON-PAM
文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
、
「JAPAN LIVE YELL project」
、ステージ インキュベーション キョウト

☞ アーティスト・イン・レジデンス：デイナ・ミシェル
独自のダンス言語によって、さまざまな社会規範や既成概念を打破する作品
を創作し、世界各国で発表しているカナダの振付家・ライブアーティストで
あり、KYOTOEXPERIMENT 2021 SPRING でも紹介したデイナ・ミシェル
による、新作のための滞在制作。2023 年に発表を予定している「信頼」をテー
マにした新作のためのリサーチを城崎と京都で展開する。滞在制作期間中に
は城崎国際アートセンターと KYOTO EXPERIMENT 2022 で、レジデンス
成果発表のトークを開催する。
レジデンス期間：10.4（火）–10.16（日）
場所：城崎国際アートセンター 、京都市内
☞成果発表トーク（in 城崎）
10.12（水）19:00
会場：城崎国際アートセンター

Photo by Richmond Lam

料金：無料
登壇：デイナ・ミシェル
☞成果発表トーク（in 京都）
10.15（土）11:00–12:30
会場：京都芸術センター ミーティングルーム 2
料金：無料
登壇：デイナ・ミシェル
主催：KYOTO EXPERIMENT、城崎国際アートセンター（豊岡市）
令和４年度 文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業
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☞提携プログラム

☞ 京都学生演劇祭 2022
2010 年度より京都市内で開催している学生演劇の祭典。2021 年度
からは野外に自らの場をつくり、
「最もおもしろい演劇祭」を目指す。
KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクターの塚原悠也が審査員とし
て参加する。
9.9（金）–9.19（月・祝）
会場：養正児童公園『希望の広場』野外特設舞台
（京都市左京区田中馬場町 6-2）
主催：京都学生演劇祭実行委員会

☞ノイマルクト劇場 ＆ 市原佐都子／ Q
『Madama Butterfly』
市原佐都子がオペラ『蝶々夫人』を原案に、その構造を反転し、
日本／女性からの視点で西洋／男性を描き、人種やジェンダーなど
の先入観を痛烈に問い直す。
9.15（木）–9.17（土）
会場：ロームシアター京都

ノースホール
Photo by Druck_Philip-Frowein

主催：ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）、
京都市、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
製作：ノイマルクト劇場
共同製作：一般社団法人 Q、シアターコモンズ、チューリヒ・シアター・スペクタクル
制作協力：城崎国際アートセンター
後援：在日スイス大使館
文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）、
「JAPAN LIVE YELL project」
、ステージ インキュベーション キョウト

☞ 豊岡演劇祭 2022
美しい自然・歴史を背景に、兵庫県豊岡市周辺で開催される演劇祭。
公式演目以外にもお楽しみがいっぱい。
松本奈々子、西本健吾 / チーム・チープロ『女人四股ダンス』のワー
クインプログレスも開催します。
9.15（木）–9.25（日）
会場：豊岡市、養父市、香美町
主催：豊岡演劇祭実行委員会
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☞高槻城公園芸術文化劇場開館記念プレイベント
高槻芸術時間「インタールード」
来年 3 月の新劇場開館に向けた特別企画。梅田哲也による旧劇場空間
を巡るツアー形式の展覧会と、orangcosong による遊歩型ツアープロ
ジェクト「演劇クエスト 高槻編」の 2 作品が高槻で発表される。
9.17（土）–9.25（日）［8 日間］ ＊ 9.20（火）は休館
会場：高槻現代劇場 市民会館（2022 年 7 月末日閉館）及び 高槻市内
主催：高槻市、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団
共催：京都芸術大学
企画：京都芸術大学アートプロデュース学科

☞ニュイ・ブランシュ KYOTO 2022
ニュイ・ブランシュ KYOTO は、京都市の姉妹都市であるパリ市発祥
のアートイベント。第 12 回を迎える今年は「遊び場」をテーマに、京
都市内各所で日仏アーティストによる多彩な作品が披露されます。
10.1（土） ※一部プログラムは 10 月末まで継続
会場：京都市内各所
主催：京都市、アンスティチュ・フランセ関西

☞ OOAK#1
『アカルナイの人々とかあるかないの人々とか』
激動の時代 ? に向かう東九条で、俳優と音楽家がギリシア喜劇に挑戦。
異分野が相通じる言語体系を模索する。
10.15（土）16:00
10.16（日）11:00 / 16:00
会場：THEATRE E9 KYOTO

宣伝美術 : 廣畑潤也

主催：THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都）/ OOAK

☞ A GATHERING IN A BETTER WORLD
障害を持つアーティストたちによるネットワーク構築を目的として、
芸術的な分野を超えて、出会いと創造のための空間を形成します。ダ
ンスコレクティブ Mi-Mi-Bi によるワークショップの他、国内外の障害
を持つアーティストたちによるギャザリングを行います。
10 月 15 日（土）–16 日（日）ほか
会場：ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
主催：ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都
協力：NPO 法人 DANCE BOX、
京都芸術センター
（公益財団法人京都市芸術文化協会）
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☞ フ リ ン ジ 「 More Experiments」

KYOTO EXPERIMENT 2022 より、フリンジプログラムが「More Experiments」と名称も新たに再始動します。フェスティ
バル開催期間中に京都で発表される作品を一挙に紹介するフリンジ「More Experiments」。演劇・ダンス・音楽・舞踏・朗読・
マイム・展示・落語・現代サーカスなど、ジャンル不問の公募で集まった 29 作品を紹介します！
＊参加団体は 8.4（木）にウェブサイトでお知らせします。

10.1（土）–10.23（日）
会場：京都府内各所

☞ブックフェア

10.1（土）–10.23（日）
会場：京都岡崎 蔦屋書店
参加アーティストの関連書籍や、フェスティバルのキーワード「ニューて
くてく」をテーマに集めた KYOTO EXPERIMENT ブックフェアを「京都
岡崎 蔦屋書店」で開催します。
ここでしか購入できない、KYOTO EXPERIMENT オリジナルグッズも販
売します。よりフェスティバルを楽しむために、観劇前後にぜひお立ち寄
りください。
Photo by Akiko Satoy
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☞会場

A: ロームシアター京都／ミーティングポイント（ローム・スクエア内）
京都市左京区岡崎最勝寺町 13
Tel 075-771-6051
・地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約 10 分
・市バス 32、46 系統「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下
車すぐ
・駐輪場あり、駐車場なし（近隣にみやこめっせ駐車場・岡崎公園駐車場あり）
B: 京都芸術センター

ロームシアター京都 , Photo by Shigeo Ogawa

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 546-2
Tel 075-213-1000
・地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「烏丸駅」下車、22・24 番出口より
徒歩 5 分
・駐輪場あり、駐車場なし
C: 京都芸術劇場 春秋座
京都市左京区北白川瓜生山 2-116 京都芸術大学内
Tel 075-791-8240
・叡山電車「茶山駅」より徒歩約 10 分
・市バス 3、5、204 系統「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」下車すぐ

京都芸術センター , Photo by Nobutada Omote

・駐輪場あり 、駐車場なし ( 原付・バイクはご遠慮下さい )
D: 京都中央信用金庫 旧厚生センター
京都市下京区烏丸通七条西入中居町 113
・JR「京都駅」中央口より徒歩約 5 分
・地下鉄烏丸線「五条駅」8 番出口より徒歩 8 分
・駐輪場・駐車場なし（隣接地にコインパーキングあり）
E: THEATRE E9 KYOTO
京都市南区東九条南河原町 9-1

京都芸術劇場 春秋座 , Photo by Toshihiro Shimizu

Tel 075-661-2515
・JR「京都」駅八条口より徒歩約 14 分
・JR ・京阪「東福寺」駅より徒歩約 7 分
・地下鉄「九条」駅より徒歩約 11 分
・駐輪場あり 、駐車場なし
F: 京都市京セラ美術館
京都市左京区岡崎円勝寺町 124
Tel 075-771-4334
・地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約 8 分
・市バス 5、46 系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
・駐輪場あり、駐車場あり（有料数台限定。近隣に有料駐車場あり）
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☞チケット情報
2 0 22 年 8 月 9 日 ( 火 ) 11: 00 よりチケ ッ ト 発 売 開 始 ！
前売券
アーティスト

—

1

Kansai Studies:
dot architects & 和田ながら
小野彩加、中澤陽
／スペースノットブランク

一般

ユース *・
学生

高校生
以下

（前売のみ）

¥2,500

¥2,000

¥1,000

¥4,500

自由席

¥3,000

¥2,500

¥1,000

¥5,500

自由席

*25 歳以下

当日券

ペア

席種

2

サマラ・ハーシュ

¥3,000

¥2,500

—

¥5,500

入場券

3

フロレンティナ・ホルツィンガー

¥4,000

¥3,000

—

¥7,500

自由席

¥2,500

¥2,000

¥4,500

自由席

4

5

松本奈々子、西本健吾
／チーム・チープロ
メルツバウ、バラージ・パンディ、
リシャール・ピナス with 志賀理江子

前売料金
¥3,500

¥3,000

¥6,500

＋ ¥500
（高校生以下

自由席

は同額）

6

梅田哲也

¥3,000

¥2,500

7

ジャールナン・パンタチャート

¥3,000

¥2,500

¥3,000

フォースド・エンタテインメント
8

『もしも時間を移動できたら』
フォースド・エンタテインメント
『リアル・マジック』

9

アーザーデ・シャーミーリー

¥5,500

入場券

¥5,500

自由席

¥2,500

¥5,500

自由席

¥3,500

¥3,000

¥6,500

自由席

¥3,000

¥2,500

¥5,500

自由席

¥1,000

10 ミーシャ・ラインカウフ

入場無料

—

11 ティノ・セーガル

入場無料

—

—

—

Super Knowledge for the Future
[SKF]

無料・予約優先

＊一部有料プログラムあり

SKF のプログラムはウェブサイトよりご予約ください。

ミーティングポイント

入場無料
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☞チケット取扱
☞ KYOTO EXPERIMENT チケットセンター
オンライン｜ https://kyoto-ex.jp（セブン−イレブン引取）
電話予約｜ 075-213-0820（セブン−イレブン引取）
窓口｜京都市中京区少将井町 229-2 第 7 長谷ビル 6F
取扱時間｜ 11:00-19:00 日曜・祝日休（開催期間中は無休）
☞ ロームシアター京都チケットカウンター
オンライン｜ https://www.s2.e-get.jp/kyoto/pt/（要事前登録）
電話予約｜ 075-746-3201
窓口｜京都市左京区岡崎最勝寺町 13 1F
取扱時間｜ 10:00-19:00 無休（臨時休館日を除く）
＊電話、窓口は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため短縮営業する場合あり。

☞ チケットぴあ
オンライン｜ http://t.pia.jp
※オンラインは年中無休、24 時間受付。
※一部演目は KYOTO EXPERIMENT チケットセンターでのみ取扱い。
※その他、各会場でもプログラムのチケット取扱いあり。（各会場で開催するプログラムのチケットのみ販売）
［京都芸術センター、京都芸術劇場チケットセンター、THEATRE E9 KYOTO］

フリーパスチケット＆各種割引チケット
☞フリーパス｜ ¥27,000
☞学生フリーパス｜ ¥16,000
Shows、Kansai Studies の有料公演 11 演目をご覧いただけます。（枚数限定）
※ 1 演目につき 1 回。フォースド・エンタテインメントは各演目 1 回。
※学生フリーパスは要学生証提示。20 歳未満のお客様はサマラ・ハーシュの公演はご覧いただけません。
※ KYOTO EXPERIMENT チケットセンターのみの取扱い／前売のみ／本人のみ有効

☞ 3 演目券｜ ¥8,100
Shows、Kansai Studies の有料公演 11 演目の中からお好みの 3 演目を選び、全て同時に購入することでお得に観劇できるセット券です。

☞ 学生 3 演目券｜ ¥6,600（要学生証提示）
Shows、Kansai Studies の有料公演 11 演目の中からお好みの 3 演目を選び、全て同時に購入することでお得に観劇できるセット券です。

☞ フォースド・エンタテインメント 2 演目券｜ ¥5,000
フォースド・エンタテインメント『もしも時間を移動できたら』、『リアル・マジック』の２演目をお得に観劇できるセット券です。

☞ KEX 半券割引
当日受付で、対象公演の観劇済み公演チケットの半券 *1、 またはクーポン *2 をご提示いただくと、Shows、Kansai Studies の当日券が
¥500OFF（前売料金）にてご購入いただけます。
*1 KYOTO EXPERIMENT 2022 プログラム／フリンジ「More Experiments」
*2 パートナーホテル利用時、KYOTO EXPERIMENT フリーペーパーに付与）

※チケット 1 枚につき 1 名、1 回のみ有効。

※当日券のみの取扱で、残席がある場合に限ります。

※当日券の有無については、公演当日に公式 Twitter アカウントでご案内します。
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☞スケジュール
アーティスト

—

1

Kansai Studies
dot architects & 和田ながら
小野彩加、中澤陽
／スペースノットブランク

9月
会場

10 月

25

29

1

2

3

4

5

6

7

8

Sun

Thu

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

B
14:30

A

2 サマラ・ハーシュ

B

3 フロレンティナ・ホルツィンガー

A

4

松本奈々子、西本健吾
／チーム・チープロ

E

5

メルツバウ、バラージ・パンディ、
リシャール・ピナス with 志賀理江子

C

6 梅田哲也

D

7 ジャールナン・パンタチャート

A

フォースド・エンタテインメント
『もしも時間を移動できたら』

C

フォースド・エンタテインメント
『リアル・マジック』

C

19:00

14:30 ★♡

15:30

15:30 ♡

19:00

19:00

19:00 19:00 18:00

18:30 ★ 18:30 ★♡
15:00 ★

19:00

8

9 アーザーデ・シャーミーリー

A

10 ミーシャ・ラインカウフ

B

11 ティノ・セーガル

F

10:0022:00

展示 10:00-20:00

10:00-18:00

＊月曜休館（10.10 は祝日のため開館）

Super Knowledge for the Future [SKF]
①『TANZ（タンツ）』をめぐるトーク
②エクスペリメンタル・ミュージックの現在形
③フロレンティナ・ホルツィンガー WS
④サマラ・ハーシュ WS ＆ディスカッション
⑤写真家 志賀理江子トーク
⑥実践「ニューてくてく」
⑦ LGBTQ 勉強会
⑧アートとポリティクス①沖縄
⑨アートとポリティクス②タイ
⑩アートとポリティクス③ ロシア

ミーティングポイント
★ポスト・パフォーマンス・トーク
♡託児サービスあり

⑥
10:00
p.2427

①

②

③

18:00 18:00

④

⑤

19:00 17:00 17:00
12:00-18:00（休場日 : 火・水曜）

A

（10/1, 2, 8, 15, 16, 21, 22, 23 のみ 12:00-21:30）
＊雨天時等は休場となる場合があります。
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9
Sun

10

11

12

Mon Tue Wed

13

14

15

16

Thu

Fri

Sat

Sun

17

18

19

Mon Tue Wed

20

21

22

23

Thu

Fri

Sat

Sun

13:00
19:00

上演時間

90 min

16:00 ★ 16:00 ★♡

( 予定 |TBC)

90120 min
( 予定 |TBC)

18:00

105 min

18:00

120 min

13:00
16:00 ★

75 min

15:00

( 予定 |TBC)

60 min

19:00 ♡

( 予定 |TBC)

受付 17:0020:20

受付 13:0016:20

60 min
( 未定 |TBC)

13:00 ★♡
19:00

90 min

19:00

( 予定 |TBC)

19:00 ★

14:00

55 min

♡

19:00

14:00 ★♡

19:00 ★ 17:00 17:00 ♡

100 min

55 min

展示 10:00-20:00

—

10:00-18:00

—

＊月曜休館（10.10 は祝日のため開館）

⑦

⑨

11:00

11:00 11:00

⑧
18:00
12:00-18:00（休場日 : 火・水曜）
（10/1, 2, 8, 15, 16, 21, 22, 23 のみ 12:00-21:30）
＊雨天時等は休場となる場合があります。
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⑩

—

—

—
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☞開催クレジット
主催

京都国際舞台芸術祭実行委員会
京都市
ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
京都芸術センター（公益財団法人京都市芸術文化協会）
京都芸術大学 舞台芸術研究センター
THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都）

助成

文化庁文化芸術振興費補助金（国際芸術交流支援事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会
一般財団法人地域創造
公益社団法人企業メセナ協議会 2021 芸術・文化による社会創造ファンド
Performing Arts Fund NL
オランダ王国大使館
オーストリア文化フォーラム東京

共同主催

協賛

Dance Reflections by ヴァン クリーフ & アーペル（ティノ・セーガル『これはあなた』）

株式会社長谷ビル、株式会社サンエムカラー、株式会社グランマーブル

特別協力

ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都、京都中央信用金庫、ケベック州政府在日事務所

機材協力

株式会社流（RYU）、有限会社クワット、株式会社タケナカ

令和 4 年度日本博イノベーション型プロジェクト 補助対象事業
（独立行政法人日本芸術文化振興会／文化庁）
「KYOTO EXPERIMENT ミーティングポイント」プロジェクト〜京都の文化資源を活かした交流の広場
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京都国際舞台芸術祭実行委員会
委員長
副委員長
委員

天野文雄（京都芸術大学 舞台芸術研究センター特別教授／能楽研究）
森川佳昭（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団専務理事）
安藤善隆（京都芸術大学 舞台芸術研究センター所長／同大学教授）
小倉由佳子（ロームシアター京都 事業課長）
小崎哲哉（ICA 京都 REALKYOTO FORUM 編集長）
蔭山陽太（一般社団法人アーツシード京都理事／ THEATRE E9 KYOTO 支配人）
小山田 徹（美術家／京都市立芸術大学教授）
畑 律江（毎日新聞大阪本社学芸部専門編集委員）
牧澤 憲（京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課事業推進担当課長）
山下 聡（公益財団法人京都市芸術文化協会専務理事兼事務局長）
吉岡 洋（美学者／京都芸術大学 文明哲学研究所教授）

監事

高畑重勝（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団／ロームシアター京都副館長）
森 貴之（京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課長）

顧問

太田耕人（演劇評論家／京都教育大学学長）
茂山あきら（狂言師／ NPO 法人京都アーツミーティング理事長／ THEATRE E9 KYOTO 館長）
篠原資明（京都大学名誉教授）
千 宗室（裏千家家元）
建畠 晢（京都芸術センター館長／多摩美術大学学長）
平田オリザ（劇作家・演出家／劇団「青年団」主宰／芸術文化観光専門職大学学長）
（五十音順）

京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局
共同ディレクター
事務局長
事務局
広報
制作統括
制作

川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップ
垣脇純子
井上美葉子、門脇俊輔、渡邉裕史
豊山佳美、前田瑠佳
山﨑佳奈子（KANKARA Inc.）
小島寛大、芝田江梨、清水 翼（KANKARA Inc.）、平野春菜、藤村南帆、眞鍋隼介
［ロームシアター京都］齋藤啓、寺田貴美子、枡谷雄一郎
［京都芸術センター］瀬藤 朋、中谷圭佑、平居香子、八木志菜
［京都芸術大学 舞台芸術研究センター］川原美保、後藤孝典
［THEATRE E9 KYOTO］奥山愛菜、木元太郎

テクニカルディレクター
テクニカルコーディネーター

事務局インターン
ドキュメントコーディネート

和文英訳

夏目雅也
北方こだち、小林勇陽、さかいまお
小田島しあ、山際美優
MUESUM（多田智美、永江 大、羽生千晶）
Art Translators Collective ( リリアン・キャンライト、アレックス・デュドク・ドゥ・ウィット、
水野響、森本優芽、内山もにか）、ウィリアム・アンドリューズ

アートディレクション・デザイン
映像・写真ディレクション
ウェブディレクション

小池アイ子
slide//show（松見拓也、金成基、嶋田好孝、守屋友樹）
bank to LLC.（光川貴浩、早志祐美、松田寛志）

ウェブデザイン

𠮷田健人（bank to LLC.）

ウェブプログラム・コーディング

人見和真（bank to LLC.）

アドバイザリーボード

レザ・アフィシナ（コレクティブ「ルアンルパ」ビジュアルアーティスト／ドクメンタ 15 芸術監督／

インドネシア、ジャカルタ・Gudskul：コレクティブスタディーと現代美術のエコシステムメンバー）

細尾真孝（株式会社細尾 代表取締役社長）
アンナ・ヴァグナー（フランクフルト・ムゾントゥルム劇場 アーティスティック・マネージングディレクター *）
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*9 月より

