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上映会 I Filmvorführung (8 ミリ・マッドネス Hachimiri Madness)

19 Sep 19:00 - 21 Sep 20:00 - Minato-ku

Goethe-Institut Japan

➧ Route

➧More info

8 ミリ・マッドネス PFF（ぴあフィルムフェスティバル）との共催企画

2K復元され、2016 年ベルリン国際映画祭でプレミア上映された1970 年･80

年代の日本の8 ミリ映画を、PFFとの共催のもと上映します。

個人向けとして開発された8

ミリフィルムで劇場用長編映画を作成しようという熱い思いから生まれた作品の数

々の中から、石井聰亙(岳龍)、園子温、平野勝之、山本政志監督らの作品を

4本を紹介します。日本のアンダーグラウンドシーンを記録したパンクでアナーキー

なこれらの作品は、ダダの理念に通じるものがあります。

（本上映会は、東京ドイツ文化センターのダダ100周年企画、DADAHACKENの一環

として実施されます。）

詳細

言語: 日本語（英語字幕付き）

料金 500円

03-3584-3201 , info@tokyo.goethe.org

１階ホール

関連リンク

www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/tok/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20806306

In Zusammenarbeit mit PIA Film Festival zeigt das Goethe-Institut Tokyo auf der 

BERLINALE 2016 präsentierte japanische 8mm-Filme der 1970er und 80er Jahre.

Die Filme wurden auf 8mm gedreht, ein Format, das eigentlich für private Zwecke entwickelt 

wurde und stammen von Regisseuren wie Sogo Ishii, Katsuyuki Hirano und Sion Sono, die 

sich gegen eine normierte Gesellschaft auflehnen. Diese filmischen Dokumente der 

japanischen Underground-Bewegung stellen Ausdrucksformen des Widerstands in Japan im 

Bezugsfeld von Punk und DADA neu zur Diskussion.

Details

Sprache: Japanisch (mit englischen Untertiteln)

500 Yen

+81 3-3584-3201 , info@tokyo.goethe.org

Saal
www.goethe.de/ins/jp/de/sta/tok/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20806306

 

東京都港区のおでかけ＆イベント情報をお届け！

無料メンバー登録

ログイン
サイト案内

ようこそ ゲスト さん

東京

港区
おでかけ

イベント
トレンドニュース

港区ランキング
花⾒特集2017

関東 東京 港区 六本木 お台場 新宿 渋⾕ 池袋 東京駅周辺 銀座 吉祥寺 ▼その他のエリア

イベント・おでかけ情報Walkerplus 関東のイベント 東京都のイベント 他者のまなざし - 移⺠、芸術、アクティビズム

開催場所・会場

開催⽇・期間

東京都 港区 講演会・トークショー

他者のまなざし - 移⺠、芸術、アクティビズ

ム
ゲーテインスティトゥート / 東京ドイツ⽂化センター 1階

ホール
3/17(金)

今⽇
明⽇

東京都の天気

ツイート

0

エリア

カテゴリ

無料イベント もうすぐ終了

TOP
MAP

(c) Courtesy of Tobias Zielony, KOW, Berlin and Galleria Lia 

Rumma, Milan/Naples

藤井光とトビアス・ツィローニによるトー

ク
⽇本とドイツのアーティストは芸術活動におい

て、移⺠に関する⼀連の問題に、どのように歩み

寄ることができるのだろうか。移⺠によって社会

が変わりゆくプロセスという枠組みの中で、アー

ティストたちは芸術家としての役割をどのように

位置づけているのだろうか。「当事者」の後ろ盾

となるのか、あるいは移⺠と難⺠に関する社会的

議論の過熱を、冷静に解体･観察する視線を持つの

か。 情報提供：イベントバンク

他者のまなざし - 移⺠、芸術、アクティビズムのイベントデータ

他者のまなざし - 移⺠、芸術、アクティビズムの開催スポットデータ

東京都 - 港区

イベント 趣味・生活 講演会・トークショー

開催場所・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 1階ホール

開催⽇・期間
3/17(金)

開催時間
19:00　

電話
03-3584-3201 ゲーテインスティトゥート / 東京ドイツ⽂化センター

ホームページ
公式ホームページほか、関連サイトはこちら

開催スポット
ゲーテインスティトゥート / 東京ドイツ⽂化センター 1階ホール

住所
東京都港区⾚坂7-5-56

交通アクセス
[公共交通]地下鉄⻘⼭⼀丁⽬より徒歩8分

※イベントの開催情報や施設の営業時間等は変更になる場合があります。ご利用の際は事前にご確認の上おでかけく

ださい。

※消費税率の引き上げにともない、2014年4月1⽇以降料金が変わっている可能性がありますので、おでかけの際は各

施設・主催者までお問い合わせください。

このイベントの関連記事

3月15⽇更新

おでかけイベント スポット

東京都 おでかけイベント&

スポットアクセスランキング

⾷神さまの不思議なレストラン展

餃子フェス TOKYO2017

Marunouchi Street Market Vol.2

FLOWERS by NAKED 2017̶⽴春̶

iiyo!!（イーヨ!!）5周年キャンペーン

東京都のアクセスランキングを全部見る

スヌーピーなど人気キャラの最新情報

おすすめ情報

夢の“⽇本⼀”コラボ

大谷翔平選⼿と共演した⽇

本⼀の中学硬式野球チー

ム。強さの秘密を聞いた！

みちのくセレクション

岩⼿・宮城・福島の逸品が

ザ・ガーデン⾃由が丘 池袋

店に大集合！！ 

“料理⻑スヌーピー”登場

PEANUTSをイメージした料

理に⾆⿎！帝国ホテルで過

ごすスヌーピーづくしの1⽇

家族で楽しむ春の⾃転⾞祭

サイクリング、地元グル

メ、コスプレ…春のフェス

タは楽しみ⽅いろいろ！ 

いいね！ 0 シェア
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他者のまなざし - 移民、芸術、アクティビズム(東京都・講演会・トークショー)のイ...

16.03.2017

http://www.walkerplus.com/event/ar0313e177566/

2017年1⽉25⽇から2⽉5⽇まで、東京・港区各所にて開催される「シアターコモンズ」の全プログラムが発表された。

フランスのパスカル・ランベールは、“みること”から始まる3⽇間のワークショップ（以下WS）「都市をみる／リアルを記述する」を開催。ドイツのラウムラボア・ベルリンは東京ドイツ⽂化センターの建物を「ゲーテ⼭」に⾒⽴てた2⽇間のWSを開き、3⽇⽬には来場者を迎えたツアーパフォーマンス「HOUSEPEAK」を⾏う。また⾼⼭明 (http://natalie.mu/stage/artist/100852) 主宰のPort B(http://natalie.mu/stage/artist/100853) 「東京ヘテロトピア」とその台北バージョン「北投ヘテロトピア」をめぐるレクチャーパフォーマンス＆朗読「北投／東京 ヘテロトピアが交わる場所」や、菅原直樹(http://natalie.mu/stage/artist/62547) による「⽼いと演劇」OiBokkeShiの⽼いを実践するWSと65歳以上限定のWS、美術家・映画監督の藤井光 (http://natalie.mu/stage/artist/71923) によるWS「⽇本⼈を演じる」、芸術家集団Chim↑Pomのレクチャーパフォーマンスが開催されるほか、連携企画として⽵内公太の展⽰「写真は⽯碑を⽯にする、それでも⼈は」やトークイベント、シンポジウムなども開催される。
シアターコモンズとは、作品の上演にとどまらず、作品に関するレクチャーやワークショップ、体験型インスタレーションや対話型イベントなど、演劇的発想を⽤いた新たな“劇場”のこと。芸術公社 (http://natalie.mu/stage/artist/94831) の相⾺千秋(http://natalie.mu/stage/artist/99553) がディレクターを務め、2017年1⽉が幕開けとなる。チケットは本⽇12⽉27⽇に発売。

「シアターコモンズ」
2017年1⽉25⽇（⽔）〜2⽉5⽇（⽇）東京都 港区各所

パスカル・ランベール ワークショップ「都市をみる／リアルを記述する」2017年1⽉25⽇（⽔）〜27⽇（⾦）
東京都 SHIBAURA HOUSE 5F

ラウムラボア・ベルリン ワークショップ、ツアーパフォーマンス「HOUSE PEAK」2017年1⽉26⽇（⽊）〜28⽇（⼟）
東京都 ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ⽂化センター
ワリス・ノカン、チェン・ユーチン、⾼⼭明 / Port B レクチャーパフォーマンス、朗読「北投／東京 ヘテロトピアが交わる場所」
2017年1⽉27⽇（⾦）〜29⽇（⽇）
東京都 台北駐⽇経済⽂化代表処 台湾⽂化センター
菅原直樹/OiBokkeShi ワークショップ「⽼いと演劇」「⽼いのリハーサル」2017年1⽉29⽇（⽇）〜31⽇（⽕）
東京都 港区⽴介護予防総合センター ラクっちゃ
藤井光 ワークショップ「⽇本⼈を演じる」

特集・インタビュー
博多座「熱⾎！ブラバン
少⼥。」博多華丸＆星野
真⾥

(/stage
/pp/brassbandgirl)
ドラマ「スター☆コン
チェルト」“アトラク
ション会”レポート＆イ
ンタビュー

(/stage
/pp/starconcerto)

過去の特集・インタビュー (/stage/pp)

ステージナタリーをフォロー

(http://natalie.mu/sitenews/127)
お知らせ

公演レポート

スイソテル ベルリン アム クアヒュルステンダム

¥16,001〜
詳しく見る

-9%

2016年12⽉27⽇ 10:35 18

1・2⽉に開催「シアターコモンズ」の全プログラムが明らかに
ツイート

スタッフ募集のお知らせ【編集アシスタント】  2017年3⽉1⽇

(/sitenews/127)

段⽥安則ら出演「不信」
で三⾕幸喜が新たな挑戦
2017年3⽉7⽇  103

(/stage
/news/223671)
愛之助、ミュージカル初
⽇に誕⽣⽇サプライズ
2017年3⽉5⽇  45

(/stage
/news/223362)

「シアターコモンズ」ロゴ

⼤きなサイズで⾒る（全1枚）
(/stage/gallery
/show/news_id/214660
/image_id/688575)

いいね！

1・2月に開催「シアターコモンズ」の全プログラムが明らかに - ス...
http://natalie.mu/stage/news/214660
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テクノの聖地、ドイツはベルリンで開催されている『Berlin Atonal』は1982年に初開催。当時アヴァンギャルドな音楽性で人気を博し

たが、時代の潮流を鑑み惜しくも一時休止。しかし、ベルリンに新たな息吹を吹かすべく2013年に23年ぶりに復活した。

以降、最新の映像表現やインスタレーションなどとリンクすることでより多角的なコンテンツを擁し、世界中のコアなファンを魅了し続

けている。

そして、先週末には世界初となるサテライト・イベント『Berlin Atonal presents New Assembly Tokyo』 をここ日本で開催。

コンテンポラリー・インダストリアルやノイズ音楽といった実験性の高いアートフォームの最先端を投影した、刺激的な音の冒険を届

40 (http://www.facebook.com

/sharer.php?u=http://floormag.net/berlin-atonal/)

 (http://twitter.com/share?url=http:

//floormag.net&text=Berlin Atonal〜原点に回帰

し、未来を憂うベルリン・サウンドの本懐〜)

LINE (http://line.naver.jp/R/msg/text/?Berlin

Atonal〜原点に回帰し、未来を憂うベルリン・サウ

ンドの本懐〜%0D%0Ahttp://floormag.net/berlin-

atonal/)

B e r l i n  A t o n a l 〜原点に回帰し、未来を憂うベルリン ・サウンドの本懐〜

2 0 1 7 年 2 月 2 2 日

(http://floormag.net)

(HTTP://FLOORMAG.NET)

Berlin Atonal〜原点に回帰し、未来を憂うベルリン・サウンドの本懐... http://floormag.net/berlin-atonal/

1 von 11 14.03.2017 15:46

反発から創造へ、⾃分たちのほしい「公園」

ができるまで。
住⺠主導の

ACT×ART「パー

ク・フィクション」







525


2017.03.03

佐藤
有美









Seite 1 von 25

反
発
か
ら創

造
へ
、
自
分
た
ち
の
ほ
しい

「
公
園
」
が
で
き
る
ま
で
。
 住

民
主
導
のACT×...

28.03.2017

http://greenz.jp/2017/03/03/park_fiction/

Masha Qrella 
Japan Tour 
2017

ベルリンのシンガーソングライ

ター、Masha Qrellaの約5年
ぶりとなるジャパンツアーが

決定しました！
昨年4月にリリースされた通
算5作目となる最新作
『Keys』を引っさげ、盟友
Robert Kretzschmar (It’s A 
Musical)とHannes Lehmann 
(Contriva, Mina)と共に、バ
ンドセットでの再来日となりま
す。

We’re so happy announce 
that we’re bringing back our 
lovely friend Masha Qrella 
to Japan. Catch her on the 
road this spring!

4/22 (土) 大宮　Omiya
@ more records 
In-store Live
start 19:00
Free Entrance
info: Teto Records 
(hellotetoteto@gmail.com)

4/23 (日) 水戸　Mito
@ Minerva

 Suchen

Seite 1 von 6Teto Records - Masha Qrella Japan Tour 2017

09.03.2017http://tetorecords.com/masha-qrella-japan-tour-2017

イベント、展覧会、プロジェクト、学会や関連書籍などメディア芸術に関するニュース

0

ツイート

20

「第6回「デ
ジタル・シ

ョック」―
欲望する機

械」がアン
スティチュ

・フランセ
東京ほか都

で開催

　2017年2月10⽇（⾦）から3月20⽇（月・祝）まで、⽇仏のメディアアートのフェスティバル「第6回「デジタル・ショック」―欲望する

アンスティチュ・フランセ東京ほか都内各所を会場に開催される。

　アンスティチュ・フランセ東京は、⽇本とフランスにおけるメディアアートの創造性に焦点をあてたメディアアートのフェスティバル「デ

ショック」を、2012年以来毎年開催してきた。第6回⽬を迎える今回は、東京ドイツ⽂化センターをはじめとするパートナーとのコラボレ

と、「欲望する機械」というテーマで、「機械やロボットと⼈間の、感情的でときに葛藤を⽣じさせる関係性」が探究される。とりわけ、そ

発展の歴史のなかでいま第3次ブームを迎えている⼈⼯知能に注⽬が集まるなかで、⼈⼯知能と⼈類との未来の関係性の解明が提案される。

の会期中、インスタレーションやオーディオビジュアル・パフォーマンスやトークイベントなどの数多くのプログラムが、都内各所で開催さ

プログラム

　都内各所でインスタレーションの展覧会が開かれる。アンスティチュ・フランセ東京では、宇治野宗輝、パトリック・トレセ、サミュエル

キーニの作品が3月19⽇（⽇）まで、⾃然知能研究グループ、松尾拓実の作品が2月19⽇（⽇）まで展⽰される。また、gallery COEXIST-T

は、2月11⽇（⼟）から26⽇（⽇）まで、Disnovation.org、渡邉朋也、Goh Uozumi、Yumiko a.k.a MTPによる展覧会「プレディクティ

bot」が開催される。六本木ヒルズでは、森タワー52階 東京シティビューにてダヴィッド・ルテリエが2月11⽇（⼟）から3月12⽇（⽇）ま

ワー3階 プレゼンテーションルームにて「デジタル・ショック賞2016」受賞者のノガミカツキが3月3⽇（⾦）から12⽇（⽇）まで、作品を

さらに、EARTH+GALLERYでは、ジュスティーヌ・エマールの作品が2月15⽇（水）から21⽇（火）まで展⽰される。東京ドイツ⽂化セン

月21⽇（火）から25⽇（⼟）まで、Sonic Robots（モーリッツ＝サイモン・ガイスト）の作品が展⽰される。

いいね！ 0
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「第6回「デジタ
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ク」―欲望する機械」がアン
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セ東京...

15.03.2017

http://mediag.jp/news/cat3/digitalchoc.html

細川俊夫 (http://natalie.mu/stage/artist/1
9431) が作曲を⼿がけるシュツットガルト

歌劇場の、新作オペラプロジェクトが始動した。

2018年7⽉1⽇の初演を⽬指す本作は、1647年のチリ⼤地震をモチーフにしたドイツの

作家ハインリヒ・フォン・クライストの⼩説「チリの地震」を⼟台に、ゲオルク・ビュー

ヒナー賞受賞のマルセル・バイアーが台本を、セルジオ・モラビトがドラマトゥルクを、

ヨッシ・ヴィーラーが演出を⼿がけるオペラ。ヴィーラー作品を多数⼿がける、アンナ・

フィーブロックが舞台美術を担当する。

上演に先⽴ち東京のゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ⽂化センターでは、各種

トークイベントを開催。4⽉11⽇には討論会「演劇についての新たな考察－舞台美術家ア

ンナ・フィーブロックを迎えて」、14⽇には「⾔葉の響く世界 詩と⾳楽が出会う－マル

セル・バイアー⽒を迎えて」、17⽇には細川、ヴィーラー、モラビト、そしてシュツッ

トガルト歌劇場常任指揮者のシルヴァン・カンブルランによる「『チリの地震』にちなむ

新作オペラ（タイトル未定）についてのシンポジウム」が⾏われる。⼊場は無料。

「演劇についての新たな考察－舞台美術家アンナ・フィーブロックを迎えて」

2017年4⽉11⽇（⽕）19:00〜

東京都 ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ⽂化センター

「⾔葉の響く世界 詩と⾳楽が出会う－マルセル・バイアー⽒を迎えて」

2017年4⽉14⽇（⾦）19:00〜

東京都 ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ⽂化センター

討論会「オペラ制作の過程を追う シュトゥットガルト歌劇場の『地震』オペラ」

2017年4⽉17⽇（⽉）19:00〜

東京都 ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ⽂化センター

特集・インタビュー

「近代能楽集より『葵

上・卒塔婆⼩町』」美輪

明宏

(/stage

/pp/kindainogakushu)

博多座「熱⾎！ブラバン

少⼥。」博多華丸＆星野

真⾥

(/stage

/pp/brassbandgirl)

ドラマ「スター☆コン

チェルト」“アトラク

ション会”レポート＆イ

ンタビュー

(/stage

/pp/starconcerto)

過去の特集・インタビュー (/stage/pp)

ステージナタリーをフォロー

[広告]ヘアサロン探しはホットペ
ッパ

ービューティー

リクルートライ
フスタイル

公演レポート

2017年3⽉24⽇ 11:53

シュツットガルト歌劇場「地震」オペラ初演ま

でのプロセスを追う ツイート

シュツットガルト歌劇場

関連記事
細川俊夫の記事まとめ (/stage/artist/19431)

タグ

オペラ (/stage/tag/533)

細川俊夫 (/stage/artist/1
9431)

リンク
催し物 - Goethe-Institut Japan (https://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta

/tok/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20944361)

ツイート

0

0

「⼥王と呼ばれた⼥」開

幕に⿃居みゆきコメント

2017年3⽉23⽇  267

(/stage

/news/225690)

「さよならソルシエ」開

幕、良知＆平野が感慨

2017年3⽉18⽇  646

(/stage

/news/225153)

新作のような再演に！ダ

ンガンロンパ2開幕

2017年3⽉16⽇  351

(/stage

/news/224781)

1

いいね！

いいね！

シュツットガ
ルト歌劇場「地震」オペラ初演までのプロセスを追う - ...

http://natalie.mu/stage/news/225635

1 von 4

24.03.2017 12:08

ニュース⼀覧 インタビュー⼀覧 技術情報・コラム⼀覧 採用説明会⼀覧 セミナー⼀覧 特集求⼈⼀覧 コンテスト⼀覧

求⼈検索  会員登録  ログイン 

クリエイティブ業界の注⽬情報や求⼈情報などを発信する、クリエイターのための総合情報サイトです。 

Home  Web業界  機械か、⼈間か－表現への欲望のゆくえ－欧テクノロジーアートの今

2017年2月10⽇から3月20⽇まで東京で開催されているメディア・アートフェス

ティバル「デジタル・ショック」。主に⽇本やフランスで活躍するアーティスト

の先進的な作品の紹介を通じて、メディアアートの分野における⽇仏間の⽂化交

流と、そこから生まれるインスピレーションやクリエイティビティを観る⼈にも

たらします。

今回のイベントで作品を展⽰した、ドイツを拠点に活動されているアーティスト

のダヴィッド・ルテリエ、モーリッツ＝サイモン・ガイストの両⽒にインタ

ビューし、⼈と機械の関係性がクリエイションにもたらすものや、テクノロジー

の進化がクリエイティブの未来にどう影響を及ぼすのかについて伺いました。

David Letellier ダヴィッド・ル

テリエ

独ベルリン在住アーティスト／

⾳楽プロデューサー。建築、

アート、⾳楽にまたがるアプ

ローチで、オーディオビジュア

ル・パフォーマンスからサウン

ド・インスタレーションまで、さまざまな媒体で表現を⾏う。

機械か、⼈間か－表現への欲望のゆくえ－欧テクノロ

ジーアートの今

 2017/03/10  AI シンギュラリティ ロボット ⼈⼯知能

Web業界 映像業界

求⼈検索

登録すると？ ログイン

アカウント・パスワードをお忘れの⽅

お仕事紹介サービス

登録する

お仕事を

お探しの⽅今すぐ

CREATIVE VILLAGEメルマガ

特集求⼈

C&R社の正社員採用 ジャパネットたかた 

イトクロ 

YJFX! 

CyberZ 
春から始める求⼈特集 

⼀覧

イベントカレンダー

Web業界 ゲーム業界 映像業界 アミューズメント業界 広告・出版業界 関⻄・東海エリア
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4月/ APRIL
.....................................................................

T  28-30 ウェルテル!》 
  S 6 ニコラス･シュテーマン演出
   Werther! – ein Theaterstück von  
   Nicolas Stemann
.....................................................................

T  29 MOON》タニノクロウ作･演出
  S 7 MOON – ein Theaterstück von 
   Kuro Tanino 
.....................................................................

F  30 ザ･ネット》ルッツ･ダンベック監督
  S 8/9 Das Netz – ein Film von 
   Lutz Dammbeck
.....................................................................

5月/ MAI
.....................................................................

G  2 演劇についての新たな考察－
  S 10 ジゼル・ヴィエンヌを迎えて
   theater anders denken mit  
   Gisèle Vienne
.....................................................................

T  3 MOON》タニノクロウ作･演出
  S 7 MOON – ein Theaterstück von 
   Kuro Tanino 
.....................................................................

W  3 ジゼル・ヴィエンヌ  
  S 11 特別ワークショップ
   Workshop mit Theaterregisseurin 
   Gisèle Vienne
.....................................................................

T  6, 7 腹話術師たち、口角泡を飛ばす》
  S 12 ジゼル・ヴィエンヌ構成・演出、
   パペットシアター・ハレ製作 
   Das Bauchrednertreffen – 
   ein Theaterstück von Gisèle Vienne
    und dem Puppentheater Halle
.....................................................................

W  10 多様性と移民  DJ IPEKによる
G  S 13 ワークショップとトーク

   Diversität und Migration –
   Workshop und Gespräch
    mit DJ IPEK 
.....................................................................

6月/ JUNI
.....................................................................

F  10, 14, EU フィルムデーズ 2017
  24 クリスマスの伝説 －   
  S 14 4 人の若き王たち》
   テレーザ・フォン・エルツ監督
   EU Film Days 2017: 4 Könige von 
   Theresa von Eltz
.....................................................................

F  24-  ありがとう、トニ･エルドマン》　 
  S 15 マーレン・アーデ監督 
   日本公開
   Toni Erdmann von Maren Ade – 
   Kinostart in Japan
.....................................................................

 
7月/ JULI
.....................................................................

S  8, 9  Beyond Sustainable Architecture 
W  S 16 and City – Blue Architecture and 
   City
.....................................................................

G  10 演劇についての新たな考察 － 
  S 17 アンナ・ヘンチェルとケレム・ 
   イェフダ・ハルプレヒトを迎えて
   theater anders denken mit Anna 
   Hentschel und Kerem Jehuda 
   Halbrecht
.....................................................................

.....................................................................

T  28-30  ドイツ同時代演劇リーディング・
  S 18/19 シリーズ 
   DRAUSSENWELTEN – 
   Neue deutschsprachige Dramatik
.....................................................................

8月/ AUGUST
.....................................................................

B  4-  クリスチャン・ヤンコフスキー  
  S 20/21 ヨコハマトリエンナーレ2017 
   Christian Jankowski bei der 
   Yokohama Triennale 2017
.....................................................................

はじめに 今日、文化に関わる仕事で何が求められているか、その答えは極めて明快です。文化
交流を促進することで成立してきたグローバル化は、国家重視の立場から境界線が引 
かれ、そのあり方が疑問に付されています。その中で、平等、多様性、報道や芸術表現
の自由などといった価値観を守り抜くために、また、芸術が政治目的に利用されないよ
うにするために、わたしたちには何ができるのでしょうか。このような時代にあって、 
純粋な美的価値を追求する芸術に、なしうることはあるのでしょうか。芸術は政治的で
あるべきなのでしょうか。それともこのような時代だからこそ、スキャンダルや政治と
は無縁に、独自の方法で世界を映し出すことが芸術に求められているのでしょうか。 
時局へのコメントと曲解されることなく、真実を批判的な目で捉え続ける現代アートと
いうものがありうるのでしょうか。これらの問いに、みなさまと共に向き合い答えを求
めるべく、わたしたちは、日独を始めとした各国芸術家の様々なプロジェクトをご紹介
してまいります。この小冊子と併せましてホームページ、フェイスブック、ツイッター
を通して、プログラムについての詳細を更新してまいりますのでご参照ください。

ペーター・アンダース
ゲーテ･インスティトゥート / 東京ドイツ文化センター  所長

Die aktuellen Herausforderungen für Kulturarbeit liegen auf der Hand: Die 
Globalisierung, die ohne Zweifel nicht zuletzt durch den Austausch kultureller 
Perspektiven bestimmt ist, wird zunehmend durch Grenzziehungen nationaler 
Narrative infrage gestellt. Wie gelingt es, dabei Werte wie Gleichberechtigung, 
Vielfalt und Presse- und Kunstfreiheit zu wahren und die Kunst vor der 
Instrumentalisierung für den politischen Diskurs zu schützen?  Gibt es in diesen 
Zeiten einen spezifischen Beitrag der Kunst, der ihren ästhetischen Eigenwert 
betont?  Ist es notwendig, sich politisch zu engagieren oder ist nicht gerade jetzt 
die Kunst gefordert, in Eigenständigkeit den Entwurf einer Welt zu reflektieren, die 
sich der Skandalisierung und Politisierung entzieht? Kann es zeitgenössische Kunst, 
die die Wirklichkeit immer wieder kritisch betrachtet, geben, ohne als Kommentar 
des Zeitgeschehens missgedeutet zu werden? Wir laden Sie ein, nach gemeinsamen 
Antworten zu suchen und sich dabei mit den Angeboten auseinanderzusetzen, die 
wir Ihnen in unseren Projekten mit deutschen, japanischen und internationalen 
Künstlerinnen und Künstlern geben. Neben dieser Programmvorschau finden Sie  
auch aktuelle Ergänzungen auf unserer Homepage oder auf Facebook und Twitter.

Peter Anders
Institutsleiter Goethe-Institut Tokyo

Vorwort

B  Bildende Kunst
F  Film
G  Gespräch
K  Konzert

L  Literatur
S  Symposium
T  Theater
W Workshop
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若く、情熱的で、恋に落ちたウェルテル。ニコラ
ス・シュテーマンのワンマンライブ劇《ウェルテ
ル！》は、ゲーテの有名な書簡体小説を、装いを
新たに生み出したものだ。その主人公を演じる 
フィリップ・ホーホマイヤーは劇が進むにつれて
作中人物の心理世界に入り込んでいく。朗読、 
一人芝居、パフォーマンスを融合させ、苦しむ魂
の内面世界を描き出す。1997年以降、シュテーマ
ンによる《ウェルテル！》はウィーン・ブルク劇
場、ドイツ座、フォルクスビューネをはじめとす
る各劇場にて上演されてきた。
 《ウェルテル！》は4月28日から30日まで、ふじの
くに⇄せかい演劇祭で上映される。

タニノクロウがドイツの舞台美術家カスパー･ピヒ
ナーとタッグを組んで制作する新作《MOON》が、
ふじのくに⇄せかい演劇祭のプログラムとして、 
4月29日、30日、5月3日、静岡の舞台芸術公園野
外劇場で上演される。本企画は、ゲーテ･インス 
ティトゥート / 東京ドイツ文化センターとの共同制
作である。
奇抜なキャラクターとシュールなイメージが出会う
タニノクロウの演劇世界。観客は、自らもその一部
となって、作品の幻想世界を身をもって体験するこ
とになるであろう。

Er ist jung, leidenschaftlich und verliebt. Mit  
Nicolas Stemanns One-Man-Show „Werther!“ 
wird Goethes berühmter Briefroman in 
ein neues Gewand gehüllt. Schauspieler 
Philipp Hochmair verliert sich im Laufe des 
Stücks immer tiefer in der Gefühlswelt des 
Protagonisten. Die Mischung aus Lesung, 
Monodram und Performance entwickelt 
sich zu einer Innenschau auf die Seele eines 
Unglücklichen. Seit 1997 wurde Stemanns 
Interpretation des „Werther!“ u.a. im Wiener 
Burgtheater, im Deutschen Theater und in 
der Volksbühne aufgeführt. Vom 28. bis zum 
30. April ist „Werther!“ beim World Theatre 
Festival Shizuoka zu sehen.

Im Rahmen des World Theatre Festivals  
Shizuoka wird am 29. und 30. April sowie am 
3. Mai Kuro Taninos neustes Theaterstück 
„MOON“ aufgeführt, das in Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Bühnenbildner Caspar Pichner 
entstanden ist und vom Goethe-Institut Tokyo 
koproduziert wurde. 

In „MOON“ wird eine fantastisch-surreale Welt 
gezeigt, in der skurrile Charaktere auf außerge-
wöhnliche Bilder treffen. Auf die Zuschauer 
wartet eine spannende Liveperformance, die sie 
auch selbst Teil des Geschehens werden lässt.

ウェルテル!》ニコラス･シュテーマン演出
„Werther!�  – ein Theaterstück von 
Nicolas Stemann

Theateraufführung
Fr. 28.04. 19:00
Sa. 29.04. 16:30
So. 30.04. 15:30
Shizuoka Arts Theatre
Deutsch mit japanischen Untertiteln
4.100 Yen / Studierende: 2.000 Yen
Tickets über die Website des Festivals

演劇
4月 28日（金）19:00
4月 29日（土）16:30
4月 30日（日）15:30
静岡芸術劇場
ドイツ語上演 /日本語字幕付
一般 4.100円 /学生 2.000円
チケットは演劇祭サイトから

MOON》タニノクロウ作･演出
„MOON� – ein Theaterstück von Kuro Tanino

演劇祭
4月 29日（土）19:00
4月 30日（日）18:30
5月 3日（水 ･祝）18:30
舞台芸術公園野外劇場「有度」
日本語
一般 4.100円 /学生 2.000円
チケットは演劇祭サイトから

Theateraufführung
Sa. 29.04. 19:00  
So. 30.04. 18:30  
Mi. 03.05. 18:30
Shizuoka Performing Arts Park
Japanisch
4.100 Yen / Studierende: 2.000 Yen
Tickets über die Website des Festivals
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本年度のイメージフォーラム・フェスティバルでは、ルッツ ･ダンベ
ックの映画《ザ ･ネット》（2004年）を上映する。2008年の日本初
上映から 10年近くたった今、改めてスクリーンで観ることができる。
自身の同名著作をベースに、ダンベックは《ザ ･ネット》で、インタ
ーネット誕生の歴史と、芸術とライフスタイルが受けた影響について
描写する。インターネット開発に関わった人物や、その社会学的背景
の理論化を進めた人物などへのインタビューを通じて、また、1978
年から 1995年にかけて大学の科学研究者や航空会社に数々の爆発
物を送りつけたユナボマーの事件について調べる中で浮かび上がる、 
思想とテクノロジーの関係。

映画上映に併せて、ダンベック監督との Q&Aが行われる。
ルッツ ･ダンベックは、今年の 4月、新しい映画製作の準備のために
来日しており、2017年 9月には東京で若手映画作家を対象にワーク
ショップを行う。

Briefbombenanschläge auf Forschungs-
einrichtungen und Fluggesellschaften verübte. 
Dammbecks umfassende filmische Recherche 
veranschaulicht die Vielschichtigkeit der 
Beziehung zwischen Ideologie und Technologie.
 
Nach der Filmvorführung findet ein Q&A mit 
Lutz Dammbeck statt.
 
Dammbeck, der im April in Japan Recherchen 
für ein neues Filmprojekt durchführt, wird im 
September 2017 einen Workshop für junge 
Filmschaffende in Tokyo geben.

《ザ ･ネット》ルッツ ･ダンベック監督
„Das Netz� – ein Film von Lutz Dammbeck

Filmvorführung und Q&A
So. 30.04. 21:15
Image Forum
Deutsch und Englisch mit japanischen Untertiteln
Vorverkauf: 1.000 Yen, Abendkasse: 1.500 Yen

上映と Q&A
4月 30日（日）21:15
シアター・イメージフォーラム
ドイツ語、英語 /日本語字幕付
前売り 1.000円 /当日 1.500円

Die diesjährige Ausgabe des Image Forum 
Festivals bietet die Gelegenheit, Lutz 
Dammbecks Film „Das Netz“ (2004) nach  
seiner ersten Vorführung in Japan 2008 mit 
knapp 10 Jahren Zeitabstand neu zu entdecken.
Basierend auf seinem gleichnamigen Buch 
illustriert Lutz Dammbeck in „Das Netz“ die 
Entstehungsgeschichte des Internets sowie 
dessen Auswirkungen auf Kunst und 
Lebenskultur. Dafür hat er verschiedene 
Personen interviewt, die an der Entwicklung 
des Internets oder den soziologischen Theorien 
dahinter beteiligt waren. Zudem zeigt der Film 
den Fall des sogenannten Unabomber, der 
zwischen 1978 und 1995 wiederholt 
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シリーズ「演劇についての新たな考察」での講演
内容を更に深めるべく、ジゼル・ヴィエンヌが
アイデアをいかに舞台化 /作品化するのかという
演劇的アプローチについて学ぶワークショップ
を開催する。人間の欲求や葛藤、渇望を、言語・
身体・舞台美術を用いて演劇として作り上げて
いくとき、どのような思考プロセスを経るのか。 
ジゼル・ヴィエンヌとの対話を通じて、ワーク
ショップ参加者は、ヴィエンヌの創造過程を間
近に体験することができる。ワークショップは 
演劇関係者のみならず、独自のアイデアを芸術とし
て表現することに興味のある方全てを対象とする。

ジゼル・ヴィエンヌ 特別ワークショップ
Workshop mit Theaterregisseurin 
Gisèle Vienne

Workshop
Mi. 03.05. 10:30-17:00
Goethe-Institut Tokyo, Saal
Englisch mit japanischer Übersetzung
Teilnahmegebühr: 3.000 Yen 
(nur mit Anmeldung)

ワークショップ
5月 3日（水）10:30-17:00
ゲーテ ･インスティトゥート /東京ドイ
ツ文化センター  ホール
日英通訳付
3.000円  
要事前申し込み

シリーズ「演劇についての新たな考察」では、毎回、
現代演劇の革新的なアプローチを取り上げてきた。
今回は、人形を介して哲学的で審美的な世界を現出
させる演出家、ジゼル・ヴィエンヌを招く。

ヴィエンヌが人形によって表象する世界には、人間
の究極の姿が晒される。暴力、殺人、特異な愛と性。 
完璧なほどの美と調和を求める一方で迫る、破壊と
カオスへの抑えがたい欲求。この相反する対極が、
言葉、身体、共体験によって、時に寓意的、時に哲
学的に、舞台の上に表現される。

今回の討論会では、ジゼル・ヴィエンヌが、自身の
制作やその背後にある独自の方法論について、これ
までの作品をビデオで紹介しながら解説する。併せ
て、今後発表を予定している新作について紹介する。

In unserer Reihe „theater anders denken“ 
stellen wir jedes Mal außergewöhnliche 
Ansätze zeitgenössischer Theaterarbeit vor. 
Dieses Mal ist Theaterregisseurin Gisèle 
Vienne zu Gast, die vor allem für ihr psycholo-
gisch tiefgründiges Puppentheater bekannt ist.

Die Extremität der Menschen bloßstellend geht 
es in den Welten, die sie mit ihren Puppen 
gestaltet, oft um Gewalt, Mord, sonderbare 
Liebe und Sex. Einerseits werden perfekte 
Schönheit und Harmonie gesucht, andererseits 
entsteht ein Zwang zu Zerstörung und Chaos. 
Dieser Widerspruch wird durch Sprache, Körper 
und kollektive Erfahrungen mal allegorisch, 
mal philosophisch, auf der Bühne dargestellt.

Gisèle Vienne wird im Gespräch ihre 
schöpferische Arbeit sowie die zugrunde 
liegende Methodik erläutern. Illustriert wird 
ihre Vorgehensweise anhand von Video-
ausschnitten ihrer bisherigen Produktionen, 
zudem wird die Referentin eine für die 
Zukunft geplante Neuproduktion vorstellen.

演劇についての新たな考察－ジゼル・ヴィエンヌを迎えて
„theater anders denken� mit Gisèle Vienne

討論会
5月 2日（火）19:00-21:00
ゲーテ・インスティトゥート / 
東京ドイツ文化センター ホール
日英通訳付
入場無料、なるべく事前にお申し込み
ください

Expertengespräch
Di. 02.05. 19:00-21:00
Goethe-Institut Tokyo, Saal
Englisch mit japanischer 
Übersetzung
Eintritt frei: Anmeldung 
erwünscht

Aufbauend auf ihrem Vortrag in unserer Reihe 
„theater anders denken“ wird Gisèle Vienne in 
einem speziellen Workshop am 3. Mai in 
kleiner Runde zeigen, mit welcher Heran-
gehensweise sie ihre Ideen in ein Bühnenwerk 
transferiert. Welche gedanklichen Prozesse 
erfährt man, wenn man menschliche Begierden, 
Konflikte oder Sehnsüchte durch Sprache, 
Körper und Bühnenbild theatralisch aus-
arbeiten möchte? Durch den Dialog mit Gisèle 
Vienne erhalten die Teilnehmer die Gelegen-
heit, ihren kreativen Prozess aus nächster Nähe 
zu erleben. Die Veranstaltung richtet sich nicht 
nur an Theatermacher, sondern an alle 
Interessierten, die eigene Ideen künstlerisch 
umsetzen möchten.
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東京レインボープライド 2017年にあわせ、ドイツ
大使館と ifa（Institut für Auslandsbeziehungen）
は、プロデューサー、キュレーターでもある、 
トルコ系ドイツ人 DJ IPEKを招き講演等を行う。
日本の複数の都市で開催されるこのプログラムの
一環として、ゲーテ・インスティトゥート / 東京 
ドイツ文化センターは、一般社団法人 Kuriyaと協
力して高校生を対象としたワークショップを開催す
る。DJ IPEKは、ドイツで生活する移民として同性
愛者としてのアイデンティティを、音楽だけではな
く様々な活動に反映させている。自らが故郷として
選んだベルリンで、数年前から文化的多様性のため
に活動しており、「人種差別のない学校 – 勇気のあ
る学校」というイニシアティブの主催者でもある。

今回の、移民的背景を持つ者を含む東京の学生との
ワークショップでは、DJ IPEKが参加者に自身の体
験を語った上で、日本の展望・状況について共有さ
れる。
DJ IPEKの日本滞在中に企画されている、その他
のイベントについては、ドイツ連邦共和国大使館の 
ホームページに詳細が案内される。

多様性と移民 
DJ IPEKによるワークショップとトーク
Diversität und Migration –  
Workshop und Gespräch mit DJ IPEK

ワークショップ＆トーク
5月 10日（水）
英語

Workshop und Gespräch
Mi. 10.05.
Englisch

Anlässlich der Tokyo Rainbow Pride organisieren die 
Deutschen Botschaft Tokyo und das ifa eine Vortragsreise 
der türkisch-deutschen Produzentin, Kuratorin und DJ İpek 
İpekçioğlu. Im Rahmen dieses Programms, das Stationen in 
mehreren japanischen Städten umfasst, koordiniert das 
Goethe-Institut Tokyo in Zusammenarbeit mit der Organi-
sation Kuriya einen Schulworkshop mit der Künstlerin,  
die sowohl in ihrer Musik wie auf verschiedenen sozialen 
Plattformen ihre Identität als Homosexuelle und Migrantin 
in der deutschen Lebenswirklichkeit reflektiert. In ihrer 
Wahlheimat Berlin setzt sich DJ IPEK bereits seit einigen 
Jahren für kulturelle Diversität ein, u. a. als Schirmherrin 
der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“.

Bei ihrem Workshop mit Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund an einer Schule in Tokyo wird sie 
ihre eigenen Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern teilen und vor dem Hintergrund der 
japanischen Perspektive diskutieren, um so einen 
multikulturellen Austausch zu ermöglichen. Zudem sind 
weitere Veranstaltungen mit DJ IPEK in Japan geplant. 
Nähere Informationen zum Vortragsprogramm finden Sie 
auf der Homepage der Deutschen Botschaft Tokyo.

《腹話術師たち、口角泡を飛ばす》は、国際的に活
躍する演出家・ジゼル・ヴィエンヌが、アメリカ
に実在する腹話術師会議にインスピレーションを受
け、 その会議を再構築したフィクション。精神世界
の迷宮へと拡がり、平常と狂気の境目を曖昧なもの
にする。

本企画は、パペットシアター・ハレの製作で、ふじ
のくに⇄せかい演劇祭のプログラムとして 5月 6、
7日に、日本初上演される。

《腹話術師たち、口角泡を飛ばす》
ジゼル・ヴィエンヌ構成・演出、パペットシアター・ハレ製作
„Das Bauchrednertreffen� – 
ein Theaterstück von Gisèle Vienne und dem 
Puppentheater Halle

Theateraufführung
Sa. 06.05. 15:00
So. 07.05. 13:00
Shizuoka Arts Theatre
Englisch mit japanischen Untertiteln
4.100 Yen / Studierende: 2.000 Yen
Tickets über die Website des Festivals

演劇
5月 6日（土）15:00
5月 7日（日）13:00
静岡芸術劇場
英語上映 /日本語字幕
一般 4.100円 / 学生 2.000円
チケットは演劇祭のサイトから

Inspiriert von einer realen Bauchredner-
konferenz in den USA präsentiert die inter-
national renommierte Regisseurin Gisèle Vienne 
im Theaterstück „Das Bauchrednertreffen“ eine 
fiktionale Rekonstruktion dieser Veranstaltung. 
Dabei entpuppt sich das Stück als psycho-
logisches Labyrinth, in dem Grenzen zwischen 
Normalität und Wahnsinn verschwimmen. 

Für „Das Bauchrednertreffen“ arbeitete Vienne 
mit dem Puppentheater Halle zusammen. Im 
Rahmen des World Theatre Festivals Shizuoka 
wird das Stück am 6. und 7. Mai erstmals auch 
in Japan zu sehen sein.
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アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、ヨー
ロッパ映画賞を始めとして数々の国際的な映画賞を
受賞し、2016年の映画界を沸かせた《ありがとう、
トニ ･エルドマン》。人物や出来事の繊細な描写と
きわどいユーモアで観客も批評家も虜にした。
物語の中心となるのは父娘関係。仕事で世界中を飛
び回るコンサルタントのキャリア ･ウーマン、イネ
スはブルガリアのブカレストで働いている。学生運
動世代の父親ヴィンフリートは、娘イネスを驚かせ
ようと突然ブカレストにやって来て、順調な彼女の
ビジネスライフをすっかり乱してしまう。うまく分

かり合えないまま父親は予定を切り上げて帰ってし
まう － が新しい姿と企みで再び彼女の前に現れる。
「トニ ･エルドマン」という名前といでたちで、時
にアドバイザーとして、時に大使として現れては、
イネスの社会生活を混乱させる。苛立ちながらもイ
ネスは、父親にはやはり似通った部分が多くあるこ
とを見出していく。

《ありがとう、トニ ･エルドマン》の日本公開は、
東京をはじめ各地で 6月より。 

Es war der filmische Überraschungserfolg im 
Jahr 2016: Nominiert für den Oscar als bester 
internationaler Film und mit zahlreichen 
Preisen – z.B. dem Europäischen Filmpreis als 
bester Film – ausgezeichnet, fand das 
hochkonzentriert erzählte Familiendrama mit 
seinem feinen und teilweise abgründigen 
Humor großen Anklang bei Kritikern ebenso 
wie dem Publikum. Im Mittelpunkt der 
Geschichte steht eine Vater-Tochter-Beziehung: 
Ines Conradi reist als erfolgreiche 
Unternehmensberaterin um die Welt und 
arbeitet zur Zeit in Bukarest. Ihr Vater 
Winfried, ein Alt-68er,  besucht sie 
überraschend und bringt ihr geordnetes 
Business-Leben durcheinander. Ohne dass die 
beiden einen Draht zueinander finden, reist der 
Vater schließlich vorzeitig ab – um dann in 
neuer Rolle wieder auf den Plan zu treten. In 
sonderbarer Verkleidung und unter dem Namen 
„Toni Erdmann“ gibt er sich mal als Coach und 
mal als Botschafter aus und stellt Ines‘ soziales 
Leben auf den Kopf. Obwohl Ines vor allem 

《ありがとう、トニ ･エルドマン》マーレン・アーデ監督、 日本公開
„Toni Erdmann� von Maren Ade – Kinostart in Japan

映画
6 月 24 日（土）より、全国順次公開
ドイツ語、日本語字幕付

Filmvorführung
Ab Sa. 24.06.
Mehrere Kinos in Tokyo und weiteren Städten in Japan
Deutsch mit japanischen Untertiteln

クリスマスイブだというのに、精神科の病棟で過
ごさなければならない 4人の若者たち。パニック
発作、絶え間ない不安、衝動的暴力 – アレックス、
フェージャ、ティモ、ララにとってそれは日常の
一部だ。若者たちは担当医のヴォルフから、より
によってクリスマス休暇にお互いと向き合うこと
を課される。彼らを引き合わせ、彼らの目線に立ち、
多くの自由を与えるヴォルフ医師は、病院と対立
してしまう。

時に強く、時に弱く、それぞれの時間を過ごす若
者 － 4人の若き王たちは、祝日をいっぱいの悲し
み、反発と友情、愛と動揺を経験する。

今回で 15回目を迎える EUフィルムデーズは、3
週間にわたり最新のヨーロッパ映画シーンを紹介
する。本年度は、このテレーザ・フォン・エルツ
監督作品《クリスマスの伝説 － 4 人の若き王たち》
が、ドイツからの出品作品となった。

Vier Jugendliche müssen Weihnachten in 
der Psychiatrie verbringen. Panikattacken, 
Angstzustände, Gewaltausbrüche – sie 
gehören zum Leben von Alex, Fedja, Timo 
und Lara dazu. Die Jugendlichen müssen sich 
nun ausgerechnet während der Feiertage 
einander aussetzen – betreut von dem jungen 
Psychiater Dr. Wolff. Er führt sie zueinander, 
begegnet ihnen auf Augenhöhe und gewährt 
ihnen viele Freiheiten, womit er in der Klinik 
aneckt. Die Jugendlichen erleben sich in ihren 
stärksten und schwächsten Momenten. Vier 
Jugendliche – vier Könige, die ein Fest voll 
Traurigkeit, Trotz, Freundschaft, Liebe und 
Erschütterung erleben. 

Bereits zum 15. Mal finden die Europäischen 
Filmtage in Japan statt und bieten insgesamt 
drei Wochen lang eine Plattform für die 

aktuelle europäische Filmszene. Der diesjährige 
deutsche Beitrag ist der Film „4 Könige“ von 
Theresa von Eltz.

EU フィルムデーズ 2017
《クリスマスの伝説 － 4 人の若き王たち》テレーザ・フォン・エルツ監督
EU Film Days 2017: „4 Könige� von Theresa von Eltz

映画
6月 10日（土）10:30
6月 14日（水）15:00
東京国立近代美術館フィルムセンター
一般 520円 /高校・大学生・シニア 310円 /
小 ･中学生 100円

6月 18日（日）11:00
6 月 24 日（土）13:30
京都府京都文化博物館
一般 500円 / 大学生 400円 / 高校生以下無料

ドイツ語、日本語字幕

Filmvorführung
Sa. 10.06. 10:30
Mi. 14.06. 15:00
National Film Center
520 Yen; Studierende, Schüler, Senioren 310 Yen; 
Kinder unter 14 Jahren 100 Yen

So. 18.06. 11:00
Sa. 24.06. 13:30
The Museum of Kyoto
500 Yen; Studierende 400 Yen; Schüler Eintritt frei

Deutsch mit japanischen Untertiteln

genervt von ihm ist, merkt sie, dass sie doch 
vieles mit ihrem Vater gemeinsam hat.

Ab Juni ist „Toni Erdmann“ endlich auch in 
Japan zu sehen – in mehreren Kinos in Tokyo 
und anderen japanischen Städten.
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過去数年の自然災害、テロリズム、移民などの社会
的課題は、都市での平和で安定した共生の保障を困
難なものにしてきた。建築はこのような状況とどの
ように向き合うべきなのか。個人単位の自己実現と
共同体の機能がバランスよく共生するために建築は
どのようにあるべきなのか。欧州連合文化機関
（EUNIC）が、2日間にわたる会議および公開シン
ポジウムを開催し、建築を通じて、都市生活がより
充実した持続可能なものとなるよう、全体論的アプ
ローチの議論を交わす。
ヨーロッパ12カ国と日本からの参加者には、現在
ゲーテ･インスティトゥート・ヴィラ鴨川に滞在し
ているアンナ･ヘンチェルとケレム･イェフダ･ハル
プレヒトが含まれている。
ベルリンを拠点に活動する舞台美術家ヘンチェルと
建築家ハルプレヒトは、様々な形式での場所に根ざ
した制作を通じ、公共空間における芸術と建築の可
能性を考察する。

In den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, ange-
sichts von Ereignissen wie Naturkatastrophen, Terrorismus oder 
gesellschaftlichen Herausforderungen wie Migration ein stabiles 
und friedliches Zusammenleben in Städten zu gewährleisten. Wie 
kann Architektur auf diese neuen Gegebenheiten reagieren? Wie 
kann sie sich verhalten im Spannungsfeld zwischen individueller 
Selbstverwirklichung und Dienst an der Gemeinschaft? Dieses 
von den Europäischen Kulturinstituten in Japan（EUNIC）organi-
sierte zweitägige Arbeitstreffen und öffentliche Symposium 
möchte holistische Ansätze diskutieren, wie das Leben in Städten 
durch Architektur zufriedener und nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Unter den Teilnehmern aus 12 europäischen Ländern und 
Japan sind auch die in Berlin tätigen Anna Hentschel und Kerem 
Jehuda Halbrecht, die zur Zeit als Stipendiaten des Goethe- 
Instituts in der Villa Kamogawa Kyoto leben und arbeiten. Die 
Bühnenbildnerin und der Architekt setzen sich in ortsspezifischen 
Aktionen unterschiedlichster Formate mit dem Potenzial von 
Kunst und Architektur im öffentlichen Raum auseinander.

Beyond Sustainable Architecture and City  
– Blue Architecture and City

シンポジウム＆ワークショップ
7月 8日（土）/9日（日）

Symposium und Workshops
Sa. 08. und So. 09.07.

演劇についての新たな考察 －  
アンナ・ヘンチェルとケレム・イェフダ・ハルプレヒトを迎えて
„theater anders denken� mit Anna Hentschel und 
Kerem Jehuda Halbrecht

Expertengespräch
Mo. 10.07. 19:30
Goethe-Institut Tokyo, Foyer
Deutsch mit japanischer 
Übersetzung
Eintritt frei, Anmeldung 
erwünscht

討論会
7月 10日（月）19:30
ゲーテ・インスティトゥート /
東京ドイツ文化センター ホワイエ
日独通訳付
入場無料、なるべく事前にお申し込み
ください

発見されていない遊び場」や未来予想図として見せ
ることで、新たな視座をもたらす。日常とみなされ
ているもののクリエイティブな探求によって、社会
的な相互関係に内在する可能性をどこまで展開する
ことができるだろうか。
シリーズ「演劇についての新たな考察」では、彼ら
のプロジェクトが紹介され、その演劇的要素という
側面に着目し議論を展開する。
アンナ・ヘンチェルとケレム・イェフダ・ハルプレ
ヒトは、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
のレジデントとして、現在京都に滞在中である。

アンナ・ヘンチェルは自身の仕事を、都市のセノグ
ラフィー、建築、芸術の中間地点に位置づける。ア
ーティスト集団「インヴィジブル・プレイグラウン
ド」のメンバーとして、場所に根ざした、遊び心の
あるアプローチで、社会と都市の関係性を中心とし
たプロジェクトを展開する。建築家のケレム・ハル
プレヒトは、複数の国際的な建築家チームが、三日
三晩で公共空間に地元の人々の望みに沿ったプロジ
ェクトを実現するリアルタイム・コンペティション
「72 Hour Urban Action」の発起人でもある。　
参加とパフォーマンス性の関係は公共空間を「まだ

Anna Hentschel verortet ihre Arbeit zwischen 
urbaner Szenografie, Architektur und Kunst. 
Als Mitglied des Netzwerks „Invisible 
Playground� konzipiert sie ortsspezifische 
Projekte mit spielerischem Ansatz, die das 
Spannungsfeld von Gesellschaft und Stadt 
in den Mittelpunkt stellen. Kerem Jehuda 
Halbrecht ist Architekt und Gründer des 
Echtzeit-Architekturwettbewerbs „72 Hour 
Urban Action�, in dem internationale Teams 
drei Tage und Nächte Zeit haben, ein Projekt 

im öffentlichen Raum zu realisieren, das auf 
lokale Bedürfnisse eingeht.
Durch diese Verbindungen von Partizipation 
und Performativität können neue Blickwinkel 
auf öffentliche Räume entstehen, indem 
man sie als „unsichtbare Spielplätze� und 
Projektionsflächen für Zukunftsträume 
inszeniert. Welche Potentiale für das soziale 
Miteinander können sich durch das kreative 
Hinterfragen von scheinbar Alltäglichem 
entfalten? Im Rahmen von „theater anders 
denken� sollen die Projekte vorgestellt und 
im Hinblick auf ihre theatralen Elemente 
diskutiert werden. 
Anna Hentschel und Kerem Yehuda Halbrecht 
sind momentan Stipendiaten am Goethe-
Institut Villa Kamogawa in Kyoto.
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ドイツ同時代演劇リーディング・シリーズ、今回は 
4名の若手日本人演出家とともに最新のドイツ語
演劇から 4作品を紹介する。どの作品の中心にも、
社会と葛藤し、それぞれ異なる方法でそれと立ち
向かう個人の姿がある。「『外』っていう世界がす
ばらしいといわれても、まだピンと来ない。だって、
まずはこの『世界』っていうものに立ち向かって、
自分の意見を持つことが先でしょう」と、ジビレ・
ベルク作品の、名前を持たない主人公は語る。

当リーディング企画は、劇団・文学座及び青年団
の若手演出家の協力を得て、7月 28 日から 30 日
にかけて開催される。

ジビレ・ベルクは 《Und jetzt: die Welt!》（そして
今 : 世界が !）のなかで、先の見えない将来と希望
の間を、また、社会から求められる自分のあるべ
き姿と不安定な仕事と孤独の間を揺らぐ若い女性
たちを描く。幾度となく将来のあり方について自
問するものの、現在における自分の立ち位置さえ
見えない中、未来について何を知ることができる
というのだろうか。大人になろうともがく、いわ
ゆる「Y世代」 の試練を描いた作品。

Zusammen mit vier jungen japanischen 
Regisseuren stellen wir unter dem Namen 
DRAUSSENWELTEN vier aktuelle deutsch-
sprachige Theaterstücke vor. Der Kern aller 
Stücke ist das Hadern und das Verhandeln  
des Individuums mit der Gesellschaft auf ganz 
verschiedene Weise. „Dieses tolle ‚Draußen‘ 
sagt mir momentan nichts, denn da ist die 
Welt, und man muss sich zu ihr verhalten, 
muss Meinungen haben“, fasst Sibylle Bergs 
namenlose Hauptrolle ihr Ringen treffend 
zusammen. Die szenischen Lesungen finden  

アンネ ･ レッパーの《Mädchen in Not》（切羽詰
まった女子）に登場するベイビーは、人生のステ
ージのもう少し先にいる。夫と彼氏の両方を持ち
ながら、彼女は幸せを感じることができない。夫
を持たなければならないという固定観念から自由
になって初めて、満たされた人生を送ることがで
きるのだ。しかし、本物の男性の代わりに手に入
れた二体の男人形を、友人のドリーに羨ましがら
れると、その喜びも色あせてしまう。自分の選ん
だ幸せな人生と、社会から押し付けられた観念に
折り合いをつけることはできないのだろうか。こ
のシュールな作品が末尾で問いかける問題である。

カティア・ブルナーの《geister sind auch nur 
menschen》（幽霊もただの人間）の登場人物
たちは人生の終わりの時期を生きる人々だ。老
人ホームでの味気ない規則的な繰り返しの日
々。外の世界とのコミュニケーションは肉体的･
精神的な苦痛に制約されたものであろうとも、
ほんの少しの尊厳は守り抜こうとしている。介
護士のほうも、過重労働に低賃金と、より良い
人生を生きているとはいえない。この作品でブ
ルナーが描くのは、入居者が、家族、しいては

ドイツ同時代演劇リーディング・シリーズ
DRAUSSENWELTEN – Neue deutschsprachige Dramatik

Szenische Lesungen
Fr. 28.07. – So. 30.07.
Goethe-Institut Tokyo, Saal
Japanisch

リーディング
7月 28日（金）－ 7月 30日（日）
ゲーテインスティトゥート / 
東京ドイツ文化センター ホール
日本語

社会の重荷にならないよう求められる憂鬱な老
人ホームのイメージだ。

現実の対照世界としての演劇を照らし出す最後
の作品は、マルティン・ヘックマンスの《Die 
Zuschauer》（観客）だ。誰と会ったとかいうど
うでもいい話に夢中の人もいれば、人生の意味を
問い直す人まで、劇中の観客の反応は様々だ。ヘ
ックマンスの作品で観劇する人々を 観察すること
で、観客は演劇の効果を目の当たりにする。その
魔力、失望、ぶつかり合う演劇と人生、演劇を通
じて人生は陰影に富んだものになる。しかし、そ
れは常に「ここで全てがかみ合って、一つの物語
として成立しているものが、劇場の外ではまたそ
れぞれの部分に崩れ落ちてしまう」という危険に
さらされている。

演出 : 所奏、西本由香、生田みゆき（以上文学座）、
櫻井美穂（青年団）

翻訳 : 内藤洋子、小畑和奏、長田紫乃、櫻井美穂

（※作品の邦訳はすべて仮題）

in Kooperation mit jungen japanischen 
Regisseuren von Bungakuza und Seinendan 
vom 28. bis zum 30. Juli im Saal des  
Goethe-Instituts Tokyo statt.
Sibylle Berg portraitiert in „Und jetzt: die 
Welt!“ junge Frauen, die zwischen Perspektiv- 
losigkeit und Hoffnung schwanken, zwischen 
gesellschaftlich diktierter Selbstoptimierung, 
prekären Arbeitsverhältnissen und 
Einsamkeit. Und immer stellt sich ihnen die 
Frage nach der Gestaltung ihrer Zukunft; 
aber was kann man darüber wissen, wenn 
schon die eigene Position in der Gegenwart 
unklar ist? Ein Stück über die Heraus-

forderungen der „Generation Y“, die mit  
dem Erwachsenwerden kämpft.

Etwas weiter im Leben ist Baby in „Mädchen 
in Not“ von Anne Lepper bereits: Sie hat 
einen Mann und einen Liebhaber – ist aber 
trotzdem unglücklich. Nur wenn sie sich von 
der Vorstellung, einen Mann haben zu 
müssen, emanzipieren könnte, würde sie ein 
erfülltes Leben führen können. Doch auch 
wenn sie anschließend von ihrer Freundin 
Dolly sehr um ihre beiden Puppen-Männer 
beneidet wird, die sie als Ersatz für echte 
Männer angeschafft hat, ist die Freude nur 
von kurzer Dauer. Am Ende dieses surrealen 
Stücks steht nach wie vor die Frage, ob ein 
selbstbestimmtes und glückliches Leben  
mit gesellschaftlichen Vorstellungen 
vereinbar ist. 

Schon am Ende ihres Lebens angekommen 
sind die Personen in Katja Brunners „geister 
sind auch nur menschen“. Im trostlosen und 
durchgetakteten Alltag des Pflegeheims 
versuchen sie ein wenig ihrer Würde zu 
bewahren, auch wenn ihre Kommunikation 
mit der Außenwelt bedingt durch physische 
und psychische Leiden sehr eingeschränkt 
ist. Dem Pflegepersonal geht es im Heim 

angesichts von Unterbezahlung und 
Überlastung allerdings auch nicht besser. 
Brunner zeichnet in ihrem Stück ein trost- 
loses Bild von Altersheimen, in denen die 
Bewohner vor allem ihren Familien und 
damit der Gesellschaft nicht zur Last fallen 
sollen. 

Das Theater als Gegenwelt zur Realität 
beleuchtet schließlich Martin Heckmanns mit 
„Die Zuschauer“. Auf eine Vorstellung im 
Theater reagiert das Publikum ganz 
unterschiedlich: Einigen stellen sich die 
großen Sinnfragen des Lebens, während 
andere nur diskutieren, wen sie gerade 
getroffen haben. Indem sich in Heckmanns 
Stück Beobachtende beobachten lassen, 
werden die Wirkungen des Theaters 
vorgeführt. Dabei schwingt immer die Gefahr 
mit, dass „draußen wieder alles in Einzelteile 
zerfällt, was sich hier immer wieder stimmig 
zu einer Geschichte fügt“.

Mitwirkende Regiseurinnen und Regisseure: 
Kanade Tokoro, Yuka Nishimoto, Miyuki Ikuta 
(alle Bungakuza), Miho Sakurai (Seinendan).

Übersetzung: Yoko Naito, Wakana Obata, 
Shino Nagata, Miho Sakurai
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ナショナリズムの台頭とグローバリズムの拡大が
同時に進行するパラドックスの時代、芸術はどこ
に身を置けばよいのだろうか。
今年のヨコハマトリエンナーレは「島と星座とガ
ラパゴス」のタイトルのもと、先行きの見えない
複雑な時代に、人間の想像力・創造性、未来への
知恵について多くの人々と共に考える場を提供し、
デジタル的な視点（0と 1で構成される世界観）で
は把握できない世界の複雑さや奥深さ、繋がりを
多角的に捉え直そうとしている。古の船乗りが星
を頼りに航路を選んだように、孤立した、それで
いてどこか繋がっている文化圏を探求する。
ヨコハマトリエンナーレは 2001年より 3年に一
度開催されており、世界各国から有名無名のアー
ティストが作品を発表する場となっている。

Wie kann sich Kunst in Zeiten positionieren, die geprägt sind 
von einem Paradox aus erstarkenden Nationalismen bei 
gleichzeitig zunehmender Globalisierung? Unter dem Titel 
„Inseln, Sternbilder und Galapagos“ möchte die diesjährige 
Yokohama Triennale die Komplexität, Tiefe und die 
Verknüpfungen der Welt herausarbeiten, die nicht in eine 
digitale Denkweise（eine Weltsicht bestehend aus Einsen und 
Nullen) gepresst werden können. Mit dem Mut historischer 
Seefahrer, denen nur die Sterne als Orientierung dienten, 
sollen die inselartigen und doch verknüpften Existenzen von 
Kulturkreisen erforscht werden.
Die Yokohama Triennale findet seit 2001 alle drei Jahre statt 
und präsentiert Werke sowohl von international renommierten 
als auch von aufstrebenden Künstlern. Als deutscher Beitrag 
ist in diesem Jahr – mit Unterstützung durch das Goethe-
Institut Tokyo – Christian Jankowski vertreten, der mit seinen 
provokanten und ironischen Werken gerne die Kunstszene und 
bestehende Gesellschaftsstrukturen kritisiert. Ein wichtiger 
Grundzug seiner Arbeit ist die performative Interaktion 
zwischen ihm selbst und nicht-kunstaffinen Menschen, um 
Brücken zwischen zeitgenössischer Kunst und der Welt 
außerhalb der Kunst zu schlagen.

クリスチャン・ヤンコフスキー
ヨコハマトリエンナーレ 2017
Christian Jankowski bei der Yokohama 
Triennale 2017

展覧会
8月 4日（金）－ 11月 5日（日）
横浜美術館 / 横浜赤レンガ倉庫 1号館

Ausstellung
Fr. 04.08. – So. 05.11.
Yokohama Museum of Art / Yokohama Red Brick 
Warehouse No. 1

今回ドイツからは、ゲーテ ･インスティトゥート / 
東京ドイツ文化センターの協力を受けて、クリスチ
ャン・ヤンコフスキーが参加する。ヤンコフスキー
の挑発的でアイロニカルな作品は、既成の社会構造
やアートシーンを批評する。アートシーンの外部の
人間とのインタラクションを通じて、現代美術と美
術の外の世界に橋渡しをすることが、彼の作品の要
となっている。
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当センター催し物の開催にあたり、ご協力・ご支援いただいた皆様に深く感謝の意を表し、
厚く御礼申し上げます。
Wir danken unseren Partnern und Förderern:

プログラムに変更がある場合がございます。ご了承ください。
変更のお知らせ、詳細はゲーテ・インスティトゥート / 
東京ドイツ文化センターのウェブサイトをご覧ください。
Programmänderungen vorbehalten. Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage oder in den Social Media.

Homepage: www.goethe.de/tokyo/events  
Facebook: www.facebook.com/goetheinstitut.japan
Twitter: twitter.com/GI_Tokyo
YouTube: www.youtube.com/goethetokyo 

お問い合わせ・お申し込み：
Auskunft und Anmeldung zu Veranstaltungen unter:
info.tokyo@goethe.de  Tel: 03-3584-3201

編集・発行 : ゲーテ・インスティトゥート / 
東京ドイツ文化センター 
デザイン : Eat Creative / so+ba 
印刷 :リスマチック 
Herausgeber: Goethe-Institut Tokyo
Gestaltung: Eat Creative / so+ba
Druck: Lithmatic
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S.20 © Christian Jankowski: Heavy Weight History, Courtesy: the artist, Lisson 
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Wir bedanken uns bei unseren Medienpartnern für die Begleitung unseres Kulturprogramms:
朝日新聞/Asashi Zeitung, かわさきFM「フジフジのfun fun Tuesday」/Kawasaki FM „fun fun Tuesday of FujiFuji�,
J-WAVE BEAT PLANET, 東京新聞/Tokyo Zeitung, 読売新聞/Yomiuri Zeitung

表紙写真はルッツ・ダンベック監督映画「ザ・ネット」より。
Das Titelbild stammt aus dem Film „Das Netz� von Lutz Dammbeck. 

Goethe.de/Japan/Magazin

日独の文化的な対話をデジタル空間に拡張、様々
な媒体を通じて体験していただくため、ゲーテ ･
インスティトゥート東京はオンライン・マガジン
を発信しています。日独のジャーナリスト、ブロ
ガー、アーティストが様々な視点から取り上げる、
両国の文化的なテーマやトレンドをつなぎ合わせ
ています。
2017年夏は、「セックス（レス）」にフォーカス
します。日本家族計画協会のアンケート調査によ
ると、既婚カップルのほぼ半数が夫婦生活がない
と回答、更には 18 – 24 才のおよそ 50％に性経
験がないといいます。一方、性生活がより活発
なドイツでは、それでも 4人に一人が現状に満
足していないと答えています。こういった差異
は、両国の、人間関係に求められる距離の置き方
の違いを表しているのでしょうか。あるいはそれ
は産業化とデジタル化が日本にもたらした副作
用で、やがてドイツでも添い寝専門店やバーチ
ャル恋人が当たり前になっていくのでしょうか。 
ゲーテ ･インスティトゥートのオンライン ･マガ
ジンをご覧になって、一緒に考えてみませんか。

Das Online-Magazin des Goethe-Instituts Japan möchte 
den kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Japan im 
digitalen Raum ausweiten und multimedial erlebbar machen. 
Wir identifizieren kulturelle Trends und Themen aus beiden 
Ländern und setzen verschiedene Perspektiven in Bezug 
zueinander. Es schreiben, filmen und fotografieren junge 
deutsche und japanische Journalisten, Experten, Blogger 
und Künstler.
Im Sommer 2017 beschäftigen wir uns mit dem Fokusthema 
„Sex(los)“. Für die Hälfte aller verheirateten Paare in Japan spielt 
nach aktuellen Umfragen der Japan Family Planning Association 
Sex keine Rolle mehr. Mehr noch: Knapp 50% der 18- bis 24- 
Jährigen hatten noch nie Sex. Die Mehrheit der Deutschen hat 
dagegen mehrmals pro Monat Sex und jeder Vierte ist nach 
eigenen Angaben bereits damit nicht zufrieden. Spricht das für 
ein radikal anderes Bedürfnis nach körperlicher Nähe in beiden 
Ländern? Oder zeigt sich in Japan damit eine Schattenseite der 
voranschreitenden Industrialisierung und Digitalisierung, die auch 
in Deutschland bald mit Kuschelclubs und virtuellen Partnern 
offenkundig werden wird? Besuchen Sie unser Online-Dossier 
und suchen Sie mit uns nach Antworten. 
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