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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、
港区内で３週間にわたり開催！
A new collective space, a new “commons,” in the city: welcome to Theater Commons Tokyo.
Expect theater, lecture performances, workshops and dialogues, held over three weeks across Minato ward !

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。
今回は、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。

Theater Commons Tokyo is a project to create a collective space for 
society that harnesses the collective wisdom of theater. By using 
theater – that is, by applying theatrical ideas – in the context of 
everyday life and the urban space, it aims to propose a model for 
theater(s) to come. Theater Commons Tokyo and its artists use the 
imagination of theater to create experiences in which diverging 
elements and time periods intersect, and the ordinary is 
defamiliarized through dialogue and discovery.

劇団アルテミス［オランダ］
Theater Artemis［Netherlands］

「こんにちは、大気圏」
“Hello Atmosphere” 

子供たちと演劇を創作するオランダの劇団アルテミスによる、小学生を対象としたワーク
ショップ。自分とは遠い存在に向けて手紙を書いたり、それをもとに音を奏でたりと、子供た
ちの自由な想像力を広げるものになるはずだ。なお、今回は野外音楽劇「こんにちは、大気
圏」の日本バージョンを創作するプロセスとして行われる。

1990年の結成以来、オランダを拠点に国内外で広く活動を行う。2013年、イェツェ・バーテラーンが芸術監督に
就任。子供の発想・発信力を重視した「子供の目線から世界を捉える」演出で、児童青少年向け作品を発表している。

【Scene/Asia企画】

 Scene/Asia アッセンブリー
[Scene/Asia program]  Scene/Asia Assembly

アジアで展開するプラットフォーム「Scene/Asia」のイベント。アジアからアーティストやキュレーターを招いて観客
と対話する。
This event is hosted by the pan-Asian platform Scene/Asia. During this year’s Theater Commons Tokyo, 
it is hosting an assembly to which a range of artists and curators from Asia are invited for discussions 
with audiences.

参加者募集詳細はウェブサイトにて発表

マレーシア屈指のアーティスト・コレクティブ、ファイブ・アーツ・センター。その演出家マー
ク・テの最新作を上演。2020年までにマレーシアを先進国家へと発展させる計画が発表さ
れた1991年から四半世紀。「過去に描かれた未来」に生きる5人のパフォーマーたちの身体
と声が、希望と失望、共同体の歴史と個人の記憶の間で揺れ動く。

演出家、キュレーター、研究者。歴史や記憶、都市といったテーマで幅広いプロジェクトに携わる。マレーシアの
アーティスト、アクティヴィスト、プロデューサーからなるコレクティブ、ファイブ・アーツ・センターのメンバー。

「テンペスト・ソサエティ」と同時開催
Screened together with “The Tempest Society.”

 シュウ・ジャウェイ［台湾］
Hsu Chia - Wei［Taiwan］

 「黒と白―パンダ」
 “Black & White – Panda”

台湾の新世代を代表するアーティスト、シュウ・ジャウェイ（許家維）。新作パフォーマンスの
テーマは「黒と白の色をもつ動物たち」。たとえば、人々が熱愛するパンダが外交にも使われ
てきた歴史、戦禍の上野や台北の動物園で起きたこと……。お笑い芸人とコラボするコミカ
ルなパフォーマンスは、大文字の歴史や人間中心の視点を軽やかに脱臼するはずだ。

1983年台中生まれ。冷戦下アジアの「忘れられた歴史」をテーマに、映像やインスタレーションを制作。現実と虚構、
歴史と現在の狭間で記憶を再構築する。2013年ヴェネチア・ビエンナーレ台湾館ほか国内外で精力的に活動する。

藤井光
Hikaru Fujii

 「ピレウス／ヘテロクロニア」
“Piraeus/Heterochronia”

ギリシャで撮影・発表された藤井光の新作。カメラは、アテネ近郊にあるピレウス港の時計
台とそこに暮らす人々を映す。過去と現在が複雑に絡みあうピレウスは、経済危機に瀕し難
民が押し寄せる欧州の最前線でもある。そこに生きる人々の物語は、私たちにどんなヨー
ロッパの「異なる時間（Heterochronia）」を体感させるのか。

1976年生まれ。芸術は社会と歴史と密接に関わりを持って生成されているという考え方のもと、既存の制度や枠組
みに対する問いを検証し、同時代の社会問題に応答する作品を映像インスタレーションとして制作している。

上映＋トーク
Screening + Talk

Dates

Venue ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センター
 Goethe-Institut Tokyo

2.22［Thu］ 18:00-
2.23［Fri］ 15:00-
2.24［Sat］ 14:00-　
2.25［Sun］ 18:00-

国家／国民が夢見た近未来2020。
パフォーマーの切実な身体と声が奏でる、マレーシアの現在地。
 The nation and its people dreamed of 2020 – and now the year is nigh. With their
 bodies and voices, the performers sensitively evoke the Malaysia of today.

ギリシャ・ピレウス港で交錯する4つの物語。
異なる時間を映し出す、藤井光の最新映画。
 Four intertwining storylines in the Greek port of Piraeus. Time flows di�erently
 in Hikaru Fujii’s latest film.

ブシュラ・ハリーリ［モロッコ／ドイツ］
 Bouchra Khalili ［Morocco/Germany］

「テンペスト・ソサエティ」
 “The Tempest Society”

 ドクメンタ14で大きな話題を呼んだブシュラ・ハリーリの映画をアジア初公開。1970年代に
実在し、社会変革の運動をも含んだ劇団の歴史を、異なるルーツを持ちながらもギリシャに
暮らす3人の若者が「再演」する本作。彼らの表情、声、身体は、現在のギリシャが経験する分
断や破綻、残された希望を静かに暗示する。

1975年カサブランカ（モロッコ）生まれ。映像、インスタレーション、写真等のメディアを用い、中東アラブ世界やヨー
ロッパにおける個人、とりわけ政治的マイノリティの声や歴史を浮かび上がらせる作品で高い評価を受ける。

PROGRAMS

Dates

EN

無料・要予約
＊ワークショップ対象：小学生（1-6年生）限定・港区民優先

Free / Booking essential
- Kids’ workshop is for elementary school years 1 - 6 only.

Residents of Minato ward have priority.

EN

無料・要予約
Free / Booking essential

EN

「ピレウス／ヘテロクロニア」と同時開催
Screened together with “Piraeus/Heterochronia.”

EN

EN In English.

FR In French.

2.22［Thu］ 18:00-
2.23［Fri］ 15:00-
2.24［Sat］ 14:00-
2.25［Sun］ 18:00-

上映＋トーク
Screening + Talk

芸術を通じた社会変革は可能か？
 ドクメンタ14の話題作が問う、世界の分断と共生。
 Can art bring about social reform? The talking point of Documenta 14 asks what
 divides us and what keeps us together.

Venue ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センター
 Goethe-Institut Tokyo

Dates 2.24［Sat］ 17:00-
2.25［Sun］ 14:00-

演劇公演
Theater

Venue 港区立男女平等参画センター  リーブラ、リーブラホール
Minato Gender Equality Center “Libra”, Libra Hall

森村泰昌
 Yasumasa Morimura

 「芸術家Mの『にっぽん、チャチャチャ！』」
 “Yasumasa Morimura’s ‘Nippon Cha Cha Cha !’”

新たな挑戦を続ける森村泰昌初のレクチャーパフォーマンス。日本の戦後史および美術史、
森村自身の個人史の3つが交錯する「わたし」の物語を語るのは、森村なのか、彼が憑依する
偶像なのか？　森村は観客の眼差しの前で変身しながら、社会史と芸術史に侵入し、フィク
ションと現実の境界を攪拌するにちがいない。

1985年、ゴッホの自画像に扮するセルフポートレート写真を制作。以降、今日に至るまで一貫して「自画像的作品」を
テーマに作品を作り続ける。近著に『美術、応答せよ！』、『自画像の告白』など。2011年秋、紫綬褒章を受章。

戦後史・美術史・個人史に侵入し、攪拌する―。
森村泰昌が演じる初のレクチャーパフォーマンス。
 Postwar history, the history of art, his own history: Yasumasa Morimura intrudes
  upon them all, plays around with them all, in his debut lecture performance.

 お笑い芸人とのコラボで生まれる、
 「黒と白の色をもつ動物たち」の物語。
 Hsu Chia-Wei collaborates with comedians on a new tale of black and white animals.

 手紙を書くことからはじまる子供と世界の対話。
 オランダから初上陸、音楽劇創作ワークショップ。
A child writes a letter – and so begins its dialogue with the world. Join Theater 
Artemis, a Dutch company making their first appearance in Japan, for this 
creative workshop in musical theater.

Dates 3.2［Fri］ 19:00-
3.3［Sat］ 17:00-
3.4［Sun］ 14:00-＊

Venue 港区立男女平等参画センター  リーブラ、リーブラホール
Minato Gender Equality Center “Libra”, Libra Hall

レクチャーパフォーマンス
 Lecture Performance
＊アフタートーク有

Dates 3.9［Fri］ 19:00-
 3.10［Sat］ 19:00-

Venue

レクチャーパフォーマンス
Lecture Performance

萩原雄太／かもめマシーン
 Yuta Hagiwara (Kamome Machine)

 「しあわせな日々」
“Happy Days”

サミュエル・ベケットの代表作『しあわせな日々』を演出した萩原雄太が、東京での再演にあ
たり新演出を試みる。会場となる慶應義塾大学の旧ノグチ・ルームは、戦後イサム・ノグチと
谷口吉郎によってデザインされた場所（後に改修、移築）。ビル群に浮遊する不可思議な「家」を
舞台に、不条理の言語と身体が二重化されていく。

劇作家・演出家。2007年より演劇ユニット「かもめマシーン」を主宰。個人的な身体と社会との関わりに焦点を当て
た作品を上演する。本作で「利賀演劇人コンクール2016」優秀演出家賞受賞。2017年、ルーマニアの国際演劇祭
「Temps D’image Festival」参加。
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都心に浮遊する「家」旧ノグチ・ルーム。
 そこに招かれる観客が対峙する、ベケット不条理演劇。
 Inside the Ex Noguchi Room, a floating “house” in the heart of the city, the 
 audience comes face to face with Beckett’s absurdist play.

Dates 3.1［Thu］ 19:00-
3.2［Fri］ 19:00-
3.3［Sat］ 19:00-
3.4［Sun］ 17:00-

Venue 慶應義塾大学三田キャンパス 旧ノグチ・ルーム
Keio University Mita Campus, Ex Noguchi Room

演劇公演
Theater

小泉明郎
Meiro Koizumi

 「私たちは未来の死者を弔う」
 “We Mourn the Dead of the Future”

アーティスト・小泉明郎は、社会に潜む暴力やその構造を、無意識的で身体的な反応として
映像化する。今回は彼とともに「儀礼」を考察するワークショップを行う。個人が集団の身振
りに統合・解体されるプロセスから生まれる身体や感情の高揚や違和感は、今日の社会をど
う追体験し、批評できるだろうか。

1976年生まれ。ロンドンにて映像表現を学ぶ。ニューヨーク近代美術館やテート・モダンなど国内外の展覧会に
参加。2017年の個展『帝国は今日も歌う』は、社会と個人の心理に深く切り込む映像が大きな反響をよんだ。

 個人と集団、身体と感情の間に生まれる
 現代の「儀礼」をつくるワークショップ。
Join this workshop aimed at forming a modern “ritual” born in the space 
between flesh and feelings, individual and group.

Venue ワークショップ参加者に個別に連絡（港区エリアを予定）

Dates
3.7［Wed］（予定／TBA）

3.8［Thu］（予定／TBA）

ワークショップ
Workshop

台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター
Taiwan Cultural Center, Taipei Economic and Cultural
Representative O�ce in Japan

Dates

3.6［Tue］ 19:00-

レクチャー 
 Lecture
＊一般・学生向け
 - For adults and students.

ワークショップ
 Workshop

トーク＋集会
Talk + Meeting

Venue

3.8［Thu］ 19:00-

3.10［Sat］ 10:00- / 14:30-
3.11［Sun］ 10:00-

港区立男女平等参画センター リーブラ、  学習室A
Minato Gender Equality Center “Libra”, Study Room A

Date

Venue
SHIBAURA HOUSE（予定／TBA）

港区立男女平等参画センター  リーブラ、リーブラホール
Minato Gender Equality Center “Libra”, Libra Hall

シアターコモンズ・シンポジウム
 Theater Commons Symposium

シアターコモンズのプログラムが提出する問いや考察を振り返りつつ、参加作家を交えて議論するシンポジウム。
To conclude, Theater Commons Tokyo is holding a symposium for participating artists and others to 
discuss the questions and ideas raised over the course of the program.

無料・要予約
Free / Booking essential

3.10［Sat］ 14:00-  シンポジウム
Symposium

Date

Venue

コモンズパス
General admission pass C

コモンズパス
General admission pass C

【Scene/Asia企画】

  マーク・テ／
 ファイブ・アーツ・センター ［マレーシア］
 [Scene/Asia program] 
 Mark Teh (Five Arts Centre) ［Malaysia］

「バージョン2020：マレーシアの未来完成図、第3章」
 “Version 2020 - The Complete Futures of Malaysia Chapter 3”

 ジュリアン・フルネ／
アミカル・ド・プロダクション［フランス］
 Julien Fournet (L’Amicale de Production) ［France］

  「友よ、いざ休息の時は来た」
 “Friends, let’s have a break”

観客と問いを共有するパフォーマンスで世界的な注目を集める気鋭のコレクティブ、アミカ
ル・ド・プロダクション。その創設メンバー、ジュリアン・フルネによるレクチャーパフォーマン
スを開催。絶妙な語りやギター演奏、遊びのある仕掛けを通じて、「私たち／観客」と演劇の
関係を新たに結び直す知的な冒険が繰り広げられる。

フランス生まれ。2010年より、複数のアーティストが協働・制作するアミカル・ド・プロダクション（プロジェクト共同組合）
のディレクターを務める。2015年にKAATでも上演された代表作『GERMINAL』（2012）などをプロデュースした。

観客とはなにか？
 哲学とユーモア、ポエジーが溢れる、3夜連続の知的な冒険。
 What is a spectator? Prepare for an intellectual adventure over three nights, 
 brimming with philosophy, humor and poetry.

Dates 2.23［Fri］ 19:00-
2.24［Sat］ 19:00-
2.25［Sun］ 17:00-

レクチャーパフォーマンス
Lecture Performance
＊各日内容が異なります
 - All three performances are di�erent.

Venue
SHIBAURA HOUSE（予定／TBA）

FR

コモンズパス
General admission pass C

EN

コモンズパス
General admission pass C
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コモンズパス
General admission pass C コモンズパス

General admission pass C

コモンズパス
General admission pass C




