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ABOUT

TICKET

都市にあらたな「コモンズ（共有地）」を
生み出すプロジェクト、シアターコモンズ。
演劇公演、レクチャーパフォーマンス、
ワークショップ、対話型イベントなどを
港区内で開催！

シアターコモンズ ’19
 会期   2019年1月19日［土］、20日［日］ & 2月22日［金］～ 3月13日［水］
 会場   東京都港区エリア各所

 主催   シアターコモンズ実行委員会

 共催   港区 平成30年度港区文化プログラム連携事業
慶應義塾大学アート・センター

 助成   アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

ゲーテ・インスティトゥート
東京ドイツ文化センター
港区赤坂7-5-56

台北駐日経済文化代表処
台湾文化センター
港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル2F

リーブラホール
港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦 1F

慶應義塾大学三田キャンパス
旧ノグチ・ルーム
港区三田2-15-45

SHIBAURA HOUSE
港区芝浦3-15-4

台北駐日経済文化代表処
台湾文化センター
ゲーテ・インスティトゥート
東京ドイツ文化センター

在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
オランダ王国大使館
特定非営利活動法人 芸術公社

先行割引パス発売
2018年12月21日［金］～2019年1月10日［木］
一般  ¥4,300 ｜ 学生  ¥3,000 ｜ 港区民  ¥4,000

一般発売　
2019年1月11日［金］～
一般  ¥4,800 ｜ 学生  ¥3,500 ｜ 港区民  ¥4,500

FOLLOW US
 artscommonstokyo

 ArtsCommonsT

 theater_commons_tokyo

最新情報はウェブサイトをご覧ください。

theatercommons.tokyo

シアターコモンズ実行委員会
Tel: 080-3936-6676（受付時間10:00-18:00 〈12月30日～1月3日を除く〉）

Web: http://theatercommons.tokyo
E-mail: artscommons.tokyo.inquiry@gmail.com 

STEP 1│コモンズパスを購入する

下記URLより、全演目に参加可能なコモンズパスをお買い求めください。
チケットご購入後、24時間以内に各演目ご予約専用URLを、ご記入いただいた
メールアドレスにご案内いたします。（コンビニ支払をお選びの方は、お支払い完了後から
24時間となります。）

theatercommons.tokyo/ticket
＊パスは全演目共通のコモンズパス1種類となります。演目ごとのチケットはございません。
＊高校生以下、70歳以上、障がい者の方は入場無料。電話予約のみの受付となります。
インターネットからのご購入ができない場合も下記にご連絡ください。（予約電話番号：
080-3936-6676／受付時間10:00-18:00 〈12月30日～1月3日を除く〉）
＊未就学児童は入場不可。
＊入金完了後の変更・取り消しはお受けできませんのでご了承ください。

STEP 2│演目を予約する

コモンズパス購入の方へメールにて予約専用ページをご案内します。席数・定員
には限りがございますので、ご購入後はできるかぎりお早めに希望の演目をご予
約ください。
＊パスご購入時、すでに満席の演目についてはご予約いただけません。ご了承ください。
＊各演目の当日券はございません。ただし、パスをお持ちのお客様は、残席がある場合に限り事前予約無しでもご
入場いただけます（先着順）。当日の残席情報はhttp://theatercommons.tokyo/news/にて発表いたします。

STEP 3│演目に参加する

各会場受付にて、スマートフォンにてコモンズパスを表示、またはパソコンに表示
されたコモンズパスをプリントアウトの上、ご提示ください。（紙での発券はいたしませ
ん。ご注意ください。）
＊受付開始・開場は開演の30分前を予定。　＊全席自由席
＊港区民の方は、現住所がわかるものを受付時にご提示ください。
＊学生の方は、学生証を受付時にご提示ください。

シアターコモンズは、演劇の「共有知」を活用し、社会の「共有地」
を生み出すプロジェクトです。日常生活や都市空間の中で「演劇
をつかう」、すなわち演劇的な発想を活用することで、「来たるべき
劇場／演劇」の形を提示することを目指しています。演劇的想像
力によって、異質なものや複数の時間が交わり、日常を異化する
ような対話や発見をもたらす経験をアーティストとともに仕掛け
ていきます。
具体的には、演劇公演のみならず、レクチャー形式のパフォーマンス、
創作プロセスを参加者と共有するワークショップ、異なる声が交錯
する対話型イベントなどを集中的に実施します。
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リーディング（参加者自身による戯曲の朗読）
 

リーディング・パフォーマンス  Reading Performance

島崇／パブロ・ピカソ『しっぽをつかまれた欲望』
Takashi Shima / Pablo Picasso “Desire Caught by the Tail” 

中村佑子／スーザン・ソンタグ『アリス・イン・ベッド』
Yuko Nakamura / Susan Sontag “Alice in Bed” 

萩原雄太／太田省吾『更地』
Yuta Hagiwara / Shogo Ota “Sarachi (Vacant Lot)” 

声に出して戯曲を読む。演劇にとって最もシンプルな営みは、あ
らゆる人に開かれている。3人の演出家が提案する戯曲を、ある
場所で、複数の参加者が初見で音読するパフォーマンス。それ
は、あなたの「いま、ここ」にどのような変容をもたらすだろうか。

 日時 

3.1［金］–11［月］  
 上演時間   
約120分

 会場 

慶應義塾大学三田キャンパス
旧ノグチ・ルーム ほか
 注意事項  

各回定員 約20名 
（お申込いただいた皆様に音読の一部を担っていた
だきます）

コモンズパス

日本語

 

映像上映｜アッセンブリー
 

田中功起
「可傷的な歴史（ロードムービー）」

Koki Tanaka [Japan] 
“Vulnerable Histories (A Road Movie) / 
Short Version for Theater Commons Tokyo”

 

演劇公演｜ポスト・パフォーマンス・ワークショップ｜
シンポジウム
 

シャンカル・
ヴェンカテーシュワラン［インド］
「犯罪部族法」

Sankar Venkateswaran [India]
“Criminal Tribes Act”

差別はいかに生まれ、いかに乗り越えられるのか？　南インドを拠点
に、西欧集権的な演劇史をアジアから捉え直す気鋭の演出家による対
話劇。立場も母語も異なる二人の俳優の会話が、古代から続くカース
ト制や近代化による社会差別の構造を浮き彫りにしていく。

異なる人々が共に生きることを探求するアーティスト、田中功起による「傷つ
きやすい」ロードムービーを日本初公開（シアターコモンズ・短縮バージョン）。
在日コリアン3世の女性と日系スイス人の青年。実在の「登場人物」が、東
京や川崎の在日コリアン排斥の痕跡を辿る旅を通して対話を重ねていく。

オリンピックを控えた2019年の東京。この祝祭モデルを批評的に捉え
ることで、自律的な創造行為の循環は生み出せるだろうか？　今日の
東京で、またアジアで可能な「祝祭」の形について、儀礼や芸能の起
源、演劇的な場のあり方を踏まえて議論を展開する。

 日時 

1.19［土］15:00–17:30
「犯罪部族法」公演＋ポスト・パフォーマン
ス・ワークショップ 

1.20［日］13:00–16:00
「犯罪部族法」公演＋シアターコモンズ’19 
オープニング・シンポジウム 
 上演時間   公演｜約45分　ポスト・パフォー
マンス・ワークショップ｜約90分
シンポジウム｜約120分
 会場  リーブラホール

 日時 

2.22［金］19:00

2.23［土］19:00

2.24［日］13:00
＊各日ともに、映像上映の前後にゲストを交
えた対話の場を設定し、参加者とともに鑑
賞経験を共有します。

 上演時間   150分
 会場  ゲーテ・インスティトゥート、
東京ドイツ文化センター

 日時 

1.20［日］
14:00–16:00
＊「犯罪部族法」の上演後開催

 上演時間  

約120分
 会場 

リーブラホール

 登壇者 

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン（演出家）
安藤礼二（文芸批評家）
高山明（演出家、Port B主宰）ほか
 司会 

相馬千秋（シアターコモンズ・ディレクター）

 

シンポジウム
 

シアターコモンズ’19
オープニング・シンポジウム
「未来の祝祭、未来の劇場」（仮）

Theater Commons Tokyo ’19 Opening Symposium
“Festivals and Theaters to Come” (tentative title)

©ZTS/Christian Altorfer Courtesy of the artist

コモンズパス コモンズパスコモンズパス

英語・カンナダ語
（日本語字幕つき）

日本語
（英語逐次通訳つき）

上映｜英語
（日本語字幕つき）

アッセンブリー｜日本語

シアターコモンズ ’19では、12の演目を実施します。これらは全演目共通チケットのコモンズパスで参加いただけます。同日に、複数の演目へ参加することも可能です。PROGRAMS

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン
15:00– 13:00–

14:00–

シアターコモンズ’19オープニング・シンポジウム

田中功起

16:30– 16:30–

マキシム・キュルヴェルス

14:00–/19:00–

島19:00– 中村14:00– 萩原19:00– 島19:00– 中村19:00– 島17:00– 中村14:00–
萩原19:00–

萩原19:00–
19:00– 19:00– 13:00–

19:00–

オグトゥ・ムラヤ

19:00– 19:00–

ラビア・ムルエ

17:00– 17:00–

ワン・ホンカイ

高山明/PortB

リーディング・パフォーマンス リーディング・パフォーマンス

小泉明郎 小泉明郎 小泉明郎

 

レクチャーパフォーマンス｜ワークショップ
 

ワン・ホンカイ［台湾］
「This is no country music」

Hong-Kai Wang [Taiwan] 
“This is no country music”

テロ事件「黒い9月」が起きた1972年のミュンヘン・オリンピック。中東
アラブ世界の混迷と希望を表すラビア・ムルエが、この事件をパレスチ
ナ闘争の側から描いた演劇公演を、オリンピック間近の東京に向けた
レクチャーパフォーマンスとして再構成する。

戦後の国家対立や文化大革命によって、二つの故郷に帰ることなく
死去した不遇の作曲家、江文也。彼が、日本、台湾、中国の間で紡い
だ「国なき譜（うた）」に、台湾人アーティスト、ワン・ホンカイが向き合
い、日本でのワークショップを経てその成果をレクチャーパフォーマンス
として観客と共有する。

 日時 

3.12［火］19:00

3.13［水］19:00
 上演時間  

約65分
 会場 

リーブラホール

 日時 

3.2［土］17:00

3.3［日］17:00 

 上演時間  

約60分
 会場 

台北中日経済文化代表処
台湾文化センター
＊作品制作にあたり、1.26［土］–1.28［月］の3日
間の関連ワークショップを開催します（コモンズ
パス対象外・要予約）。

 

レクチャーパフォーマンス
 

ラビア・ムルエ［レバノン／ドイツ］
「歓喜の歌」

Rabih Mroue [Lebanon/Germany] 
“ODE TO JOY”

コモンズパスコモンズパス

アラビア語・英語
（日本字幕つき）

中国語
（日本語逐次通訳つき）

SCHEDULE

「あなたは何かを守るために命を投げ出せますか？」　前回のシアター
コモンズで行ったワークショップで、この究極的な問いに向き合うこと
を強いられた20名の若者と、それを観た者たち。その様子を映した演
劇的映像によって、映像と演劇の交わる地点を切り拓く。

 日時 

2.22［金］–3.10［日］
（月・火 休）

 上映時間  

約50分
＊期間中は常時ループ上映を行います。

 会場 

都内にて開催
（詳細は後日発表）

 

映像インスタレーション
 

小泉明郎
「私たちは未来の死者を弔う」

Meiro Koizumi [Japan] 
“We Mourn the Dead of the Future”

コモンズパス

日本語

©Meiro Koizumi

修学旅行生のふりをして旅するツアー
演劇／学びの場。福島から眼差された
東京に、どんな未来が映り込むのか。

 日時 

3.9［土］–11［月］
 会場 

東京都内・近郊数カ所
＊詳細・予約は http://portb.net/ をご確認く
ださい。

 

〈関連企画〉ツアーパフォーマンス
 

高山明/Port B
「新・東京修学旅行
プロジェクト：福島編」
Akira Takayama / Port B [Japan] 
“Tokyo School Excursion Project : 
Fukushima Tour”

 

演劇公演
 

マキシム・
キュルヴェルス［フランス］
「悲劇の誕生」

Maxime Kurvers [France] 
“The Birth of Tragedy”

若き演出家による、理性、感情、身体を揺さぶる、ギリシャ悲劇のあらたな
体験。一人の俳優が、「悲劇の誕生」をまるで演劇史の教科書さながら
語り始めるシンプルにしてラディカルな上演が、演劇を成立させる最小
限のメカニズムや、その役割をめぐる思考を促す。

 日時 

2.23［土］ 16:30　
2.24［日］ 16:30
 上演時間  

90分
 会場 

リーブラホール

コモンズパス

フランス語
（日本語同時通訳つき）

© Willy Vainqueur

 

演劇公演
 

オグトゥ・ムラヤ［ケニア／オランダ］

「Because I Always Feel Like Running」
Ogutu Muraya [Kenya/the Netherlands] 
“Because I Always Feel Like Running”

60年代にアフリカ諸国の独立運動を後押しした、超人的アスリートの
活躍。類まれなスポークン・ワード（語り芸）で観客を魅了する、ケニア
出身の演出家・俳優オグトゥ・ムラヤが、ランナーたちの存在からオリン
ピックと政治、歴史と個人のナラティブを紡ぎ出す。

 日時 

2.24［日］
14:00/19:00

2.25［月］
19:00
 上演時間  

60分
 会場 

SHIBAURA HOUSE

© Ernst Van Deursen

コモンズパス

英語
（日本語字幕つき）

日本語


