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本名徹次（指揮者） 

２００５年１１月からベトナムで活動中。現地の学校を訪問して日本の音楽を紹介すると

ともに、プロの演奏家や音楽大学の学生たちに日本人作曲家とその作曲についてレクチャ

ーを行う。 

 

今年１月には、ベトナム交響楽団のメンバーとともに、ハノイ市チューヴァンアン中学校

を訪問し、日本語を学習している生徒たちに日本の音楽を紹介。 

「滝廉太郎」と「山田耕筰」といった日本の作曲家について説明し、「ふるさと」や「赤

とんぼ」など日本の代表的な唱歌を演奏すると、日本語の授業を受けている生徒たちは興

味深く聞いていた。 

 

この訪問の模様は現地の新聞でも紹介された。 

 

 

平田オリザ（劇作家・演出家） 

２００６年１月からカナダ、米国で活動中。自身の台本を教材とした演劇指導のほか、日

本演劇の変革やその内容について大学等でレクチャーを行う。 

 

カナダのビクトリア、バンクーバーは日本語教育の盛んな地域であり、上級の日本語学習

者も多数いる。彼らは従来のパターンプラクティスから離れた日本の生活表現の習得を望

んでおり、平田氏自身の台本を通した日本語指導は好評を博している。 

 

 

 



神田山陽（講談師） 

２００５年９月からイタリアで活動中。「講談とは？」をテーマに講演のほか、イタリア

語で講談を披露している。 

 

今年２月にはミラノの「アルテ・ジャッポーネ」という劇場でイタリア語での公演や講談

に関するレクチャーを行った。 

 

「講談」は、イタリアに伝わる“ナラットーレ(narratore)”と呼ばれる「語り部」と通

じるものがあり、ある程度理解が進んできていると実感している。 

 

      



文化交流使としての外国での活動内容、現地でのエピソード 
 

神田 山陽 
 
現在、ローマ国立大学の学生に、ワークショップに近い形式で《講談》を連日、

指導して居ます。 
 
昨年中から、ローマ国立大学東洋研究学部日本語日本文学助教授で、幕末明治

期の文学、ことに三遊亭園朝の研究家でもある、マティルデ・マストランジェ

ロ先生の授業の中で、講談についての講義をさせていただきました。 
明治の言文一致運動と、講談の関わり。江戸、文化文政期のジャーナリズムと

しての講談の役割などを中心に、イタリア語の解説プリントを用意したり、実

例をあげて行く方法をとり、理解を頂きました。 

この辺りの見解は、慎重をきすため、昨年、慶応大学経済学部の表象文化論の

授業で講談を実演した際、お世話になった石井康史氏の協力を得ました。 
また、同時にイタリア語と日本語による、講談のデモンストレーションを行っ

て参りました。これは今後も継続していく予定になっております。 
 
授業のなかで受けた質問は、三島由紀夫、川端康成、谷崎潤一郎、村上春樹、

吉本ばなな、等、日本文学のことは元より、これらを通じて、日本そのものへ

の関心が非常に高いと感じました。現代の日本をどうしたらより、知りうるこ

とが出来るか、という共通の質問を受けました。 
彼らは、現代文学や、ニュースなどから、経済、政治、宗教、というものを察

しながら、「世の中の出来事を、日本人はどう把握しているのか」を知ることに

よって、総合的な理解を深めようと考えているのでしょう。 
「日本について、一口に答えることは難しいですが、私は現代に生きる講談師

として、目前に起こっている出来事を、講談と云う物語の形にして風刺・批判

する創作活動を行って来ました。中世のコメディア・デラルテがそうであった

ように。さらに同様に、肩がこらないよう、コミカルなものに仕上がっており

ます。訊いていただければ、きっと現代の日本人のある側面がほんの少しだけ

見え、感じ取れるかもしれません。案外、イタリアと共通の問題が多いかもし

れませんよ」と、こたえてみました。 
この授業の中で、講談と、私の創作活動に興味を持った学生達、三、四年生約

３０人が中心となって、授業とは別に活動しようと旗揚げ致しましたのが……

仮称でありますが『ローマ大学・講談研究会』というものです。これが、前記

のワークショップ形式ということです。 
日本の大学に落語研究会は数あれど、『講談研究会』はどこにも無い。日本中探

しても無い物が、イタリアの大学に出来たというのは、痛快な心持がしており

ます。 
現在、五月中旬に行う予定の発表会に向けて、基礎訓練、及び、イタリアの現

代事情を訴えた講談の創作に共に励んで居ります。また、彼らの中の数人は、

本格的に私の創作講談を翻訳しはじめました。 



この活動を受け、フィレンツエ大学、トリノ大学、ナポリ大学、ペルージャ大

学、ベネチア大学、カリアリ大学、パレルモ大学でも講演を企画し、各、一～

二回、４月～五月中に実施の運びです。（一部は、無事終了） 
 
大学で日本語を学ぶ学生は、近年ますます増えていると伺いました。九月にロ

ーマ大学で、一年生の授業に参加させていただいたときに、２５０人を越える

学生が日本語の基礎を学んでいました。彼らの大半が日本に興味を持った、一

番初めの理由は『アニメ』だったそうです。この時は、漫画、アニメと、黒澤

明、北野武、の映画に関する質問ありました。専門外で、私なりの見解しか応

えることは出来ませんでしたが、「講談は映画のカット割りやアニメのコマ割り

の、考えの元になった話芸である」という意見には、興味を持ってもらったよ

うに感じ、このあとに行ったデモンストレーションでは、授業中に関わらず、

大きな拍手を頂きました。 
 
 
○ 草の根レベルの文化発信についての経験をふまえてのひとこと 
 
大学での講演の一方で、ナラトーレとの共演にもより力を注いで居ります。 
ウンブリア州、オルビエート在住のナラトーレで、演出家でもあるアンドレア・

ブルニェーラ氏の協力を得て、『ＥＳＳＥＲＥ＝ＮＵＬＬＡ』という舞台を完成

させました。共同執筆による台本創りに始まり、総日数三十日ほどの稽古を経

て、２月１８日にウンブリア州のアクアペンデンテのテアトロ・ボニ（氏がオ

ーガナイズしている劇場）で初演いたしました。 
コメディア・デラルテ出身のアンドレア・ブルニェーラ氏は、現在はモノロゴ

の形態で、ミステロ・ブッフォに題材を得たスペッターコロや、４０数人の山

岳合唱隊との共演による、第二次大戦中のスターリングラードの悲劇を描いた

自作の舞台で、イタリア中を公演するかたわら、演出家としても多忙な日常を

過しています。 
今後、氏のスケジュールの調整のつく限り、『ＥＳＳＥＲＥ＝ＮＵＬＬＡ』を公

演していく予定です。 
共同作成中は、講談という芸能をより分かりやすく解釈するために、日伊両国

の語り部の歴史を紐解きながら、共通項を多く見出していく作業が非常に興味

深いものとなりました。 
公演を終えてみて、我々共通の意見は、もう一人、他国のナラトーレを加えて、

伝統的な語り芸の技比べ、といった演出に変えてより充実した舞台にしようと

いうものです。 
 
また、テアトロ・ボニのオーガナイザーの方々（ＳＩＭＯＮＥＴＴＡ・ＣＨＩ

ＡＲＥＴＴＩ氏／ＬＡＵＲＡ・ＢＲＵＧＮＥＲＡ氏／ＥＮＲＩＣＯ・ＰＡＩＲ

ＩＮＩ氏）と親しく意見交換をするうちに、この劇場主催のワークショップに

も講師として参加する話が浮上しております。表現方法にはさまざまな違いが

あれども、話芸の芯をなす部分に共鳴をしあった結果かと、考えております。 



 
○ 文化交流使としての経験を今後の活動にどのように生かして行きたいか 
 
進行中の計画に、活発な活動をしているナラトーレたちとの交流を対談集とい

う形でまとめるというものがあります。ミラノ在住で演劇評論家として高名な

エミリオ・ポッツィー氏の協力を得て、ノーベル文学賞受賞者のダリオ・フォ

ー氏とのコンタクトが実現可能となりました。 
このほかに、アスカーニオ・チェリスティーニ氏／マルコ・バリアーニ氏／エ

ウジェーニオ・アッレーグリ氏／ミッモ・クッティキオ氏／ラウラ・クリーノ

氏などとも、お目にかかる機会が持てそうです。 
伝統を守る一方、社会問題を題材に作品を作るナラトーレの方々との意見交換

は、今後の私の創作講談に大きな影響を与えてくれると確信して居ます。 
 
前出のアンドレア・ブルニェーラ氏が来年から主催する予定の、ベネト州各地

でのワークショップに講師として参加し、若い役者の方々に講談を指導する約

束があります。 
 
また、ローマ大学のマストランジェロ先生に顧問を引き受けていただき、講談

研究会を継続し、来年は各大学に公演に行けるように、計っております。 
 
 



 





 



文化でつなぐ世界のわ 
                                     杉  葉 子 

 
私はロサンゼルスで２０年以上、日本文化や日本の年中行事を内外の方々にご紹介して参りました。

今回、文化交流使のお役目をいただき、数ある誇るべき日本文化の中でも、女優として私が育った“黄

金時代の日本映画（１９４０～６０）”のご紹介を中心にプロジェクトを組みました。文化交流使の在任

中には、トーク・ショー、スピーチコンテスト、懇親会他いろいろな催しに参加致しましたが、私自身

が企画実行した三つの主な事業を、ご報告致します。 
 

① “時空を超えた永遠のシネマ”展 展示会及びレセプション （８月１３日～２８日）    

       於：日米文化会館ギャラリー．日本庭園 
   ロサンゼルスのリトル・東京で毎夏開かれる“二世ウイーク（日本祭り）”はパレード、盆踊り、

茶道、華道、書道、盆栽、人形、剣道、相撲、日本のたべものの屋台といった具合に、日本文化何

でもありで三週間ほど何万人の人出で賑わいます。その中心地、日米文化会館のノース・ギャラリ

ーで映画の展示会を致しました。 
日本映画の黄金時代には、黒沢、小津、溝口、成瀬、今井、市川、小林の巨匠方が数々の傑作を

世に送り出されました。丁度私が、映画に出ていた時期で、何人かの監督、いくつかの作品に出演

さていただいた輝かし時代でした。これらの名画のポスター、スチール、古い書き込みのある台本、

雑誌、スナップ写真、ちらし、ディレクター・チェア、カチンコ、メガホーンなど当時の貴重な品

や、思い出の品々を集めて展示致しました。 
 

 
 
期間中は、私も会場に詰めていましたが、そこで各国の方々とお話しする貴重な体験を致しまし

た。現在ハリウッドで、映画に携わっている人、親子二代に亘り映画ポスターを描いている人、日

本映画通の人等々、お相手はアメリカ人だけではありませんでした。お父上が、活動屋と言われて

いたころの名キャメラマンだったという日本の年配のご婦人が見え、お父上のお葬式の時、当時の

スターが続々参列して下さったお話や、また故三浦光子さんがロスアンゼルスに残した遺品を持っ

ていらして、私に預けて行かれた方もありました。また、日本語を教えてと会場に日参し、家にま

で電話を下さった可愛いお嬢さんもいました。会場でのアンケートに寄せられた数々のお言葉には、

心温まる想いがいたしました。 
８月２１日、日米会館の日本庭園でのレセプションに百人ほどの方をお招きしました。野本総領

事がご挨拶下さり、酒樽割りは、国際交流基金、日米会館、日米協会の代表の方々がなさり、参加

者みんなで乾杯。文化の交流が世界をつなぐ平和の絆となるようにとの願いを話し合いました。そ

の後、川本旭鶴師の琵琶で平家物語が演じられ、英語での解説つきで月光のもと、弓の儀式が行わ



れ、遠い国の昔の幽玄の世界にみなさん夢心地になられたようでした。お寿司をはじめ日本料理の

ビュッフェでは、日米は勿論、フランス、ドイツ、イギリスの文化団体代表者、映画関係者が語り

合う楽しい夕べとなりました。 

 
 
 

② 映画“怪談”上映会 （１０月８日）  
                於：Ｐ．Ｆ．Ａ．劇場 
                （サンフランシスコの近郊の学園都市バークレー校の劇場） 
 

ヒッピーの発生の地であり、異文化にも知的な包容力のあるこの土地の博物館では、丁度

“TAISHŌ CHIC”と銘うった大正時代の展示会が行われており日本文化に関心を寄せる人達で賑
わっていました。今から約４０年前の６５年当時ドイツに住んでいた私は、“怪談”の試写会を見に

ローマへ飛び、胸に熱くこみ上げる思いをしたことがあります。 
これはただのゴースト・ストーリーではなく、国際的視野で幽玄の日本の美しさを描いていると

感銘を受けたのです。その映画を今回ここアメリカでご覧頂けたことも、アンケートによる反応も、

ほんとうに嬉しいことでした。いつもはあまり日本文化には関心をお示しにならない日米協会会長

シーゲル御夫妻が参加され「ラフカディオ・ハーン、小泉八雲の描いたこの世界こそ、我々が意図

している最も知的で文化的な合流の傑作である。」とお褒めの言葉を頂き、上映会後のパーティーで

は話しがはずみました。「日本映画大好き、日本語習ってます。」と百年の知己のように語りかけて

来る年配のご夫人。若者は、「今、マーシャル・アーツを習ってる。今度はサムライものでね！」と

か。バークレー校の学位を持ちながら、未だに昔のヒッピーのままのような小父さんからは、日本

文化への鋭い質問を受けてタジタジとなり、私自身が、もっと日本のことを知らねばならないなと

反省したりいたしましたが、参加者の方々と胸襟を開いて語り合い、楽しい一時を過ごしました。 
口先の理論や、説得より映像による訴えの方が、より人の心に届くし、時にはより深く伝えるこ

とも出来るのではないでしょうか。映画、映像の世界は、百年千年の時間の隔たりも、地理的なへ

だたりも飛び越えて、自分が今その場にいる様に感じさせてくれます。映画は時を超え空間を超え

人の心に直接的に訴えられると信じております。 

 
 



③ ジャパニーズ・カルチャー・ランチョン(New Neighbors Club) ９月１９日 
ボーダー邸 

 
私の住んでいるパロスヴァルデスは、ロスアンゼルスのダウンタウンより車で小一時間ほど南、

小

  れ、

、お寿司のコーナーを設け、それ

ぞ

、ドイツ、イギリスの会員の他ふだんあまり参加されない中南米、中近東、中国のご婦

人

ど

                                                     於：マサコ 

高い丘の上、眼下に海の見えるところです。通勤に不便なのでリタイアーした方が多いのですが、

ニュー・ネイバー・クラブと言う、この土地に移り住んだ方達のサポートをするグループがありま

す。アメリカ人が中心のグループですが、各国のご婦人も会員に加わり私もその一員です。日本の

奥様方も近年頓に増え続け、今や三分の一ぐらいを占めるほどになっています。テニス、ブリッジ、

ジョギング、ゴルフ、見学ツアー、映画鑑賞、食べ歩き、お茶会といろいろのアクティビティーが

あり、社会貢献の為の運動も盛んです。そこで私はそのグループの会員を中心にした、ジャパニー

ズ・カルチャー・ランチョンを、企画致しました。日本人の奥様方の協力でお寿司、しゃぶしゃぶ、

お茶のデモンストレーション、日本式のご接待で会員の方達をお昼食にお招き致しました。 
 会場となったアメリカ人と結婚した日本人マサ子さんのお宅は、壁に美しい打ち掛けが飾ら

掛軸、箪笥、屏風が部屋のあちこちに配置され、日本式生花が飾られて、ベッドカバーまでが日本

調に調えられ、まるで日本のミュージアムみたいなお宅です。 
その日は集まったみんなで手分けして、しゃぶしゃぶコーナー

れに通訳の達者な方がつき、英語のレシピーも用意しました。普段は、「大人しい恥ずかしがりや

の日本人」のイメージを覆し、みんな大奮闘して下さったので、アメリカの方達もびっくりしてい

ました。そして三味線の奏者の方には演奏の他、邦楽すべてに関して英語での説明もお願いしまし

た。そして私の文化交流使就任を、お目出度い「鶴亀」で寿いで下さったのには、恐縮してしまい

ました。 
アメリカ

方も感銘をうけられ、日本まで行かなくても本物の日本が味わえたと喜ばれ、後々までもたくさ

んの方々からお礼を言われました。近所づきあいの延長という気軽さでプランを立て、日本の方々

の同意と、New Neighbors Clubのアメリカ会長に納得していただいた上で始めたものでしたが、
みなさんどんどんアイディアを出して下さって大いに盛り上がって行き、当初参加者は１０数人の

つもりが、５０人以上の参加となって、椅子やスリッパ足りる？という嬉しい心配となりました。 
前述した二つの大きな事業に較べれば、このプロジェクトは、スケールは小さいものでしたけれ

、スーパー・マーケットの何処でこの食材買えるの？とか、料理道具の選び方は？とか、主人に

も食べさせたいとか、生活に根付いた友達としての輪が大きく広がったような気がしました。この

様な、草の根の文化交流こそ平和な世界をつなぐ第一歩の輪＝和、となることを信じ、その「わ」

が大きく無限に広がって行くことを心から願っております。 



 





 



「１０人のミラクルトランペッターTEN OF THE BEST 演奏会感想」 

２００６．３．８（水） 

秋田県立勝平養護学校  

高等部３年 栁澤 祐助 

 

１ 日 時  平成１７年１２月１１日（日） １０：００～１１：００ 

 

２ 会 場  秋田県立勝平養護学校体育館 

 

３ 参加者  本校児童生徒・保護者，地域住民・中学生，近隣施設利用者・職員 

（約３２０名） 

 

４ 感 想 

今年秋田県は、例年に比べ非常に雪が多く、

とても寒い日が続いています。そんな中、昨

年の１２月１１日の日曜日も雪が降り大変寒

い日でしたが、私達の勝平養護学校に 「１

０人のミラクルトランペッターTEN OF THE 

BEST」の方々が来校して演奏会を開いて下さ

いました。 

私達の学校は、身体にいろんな障害がある

人達がたくさんいて、普段は車イスや補装具

などを使って生活をしています。小学部・中学

いう病院と渡り廊下でつながっています。入園している人は、そこから学校に通っていま

す。自宅から学校に通っている人もいます。私もその１人です。車いすではなかなか外に

出て行く事が出来ないので、この日を楽しみに、私も含め通学生や園生のほか地域の方々

多数が演奏を聞きました。 

部・高等部があり、隣の「太平療育園」と

 

私は、演奏会当日の司会進行を務めました。目の前に外国の方がいるという事もあって、

とても緊張しました。１０人のミラクルトランペッターの皆さんは、積極的に私達とふれ

あって下さいました。とても親切にして頂き、心温まる演奏会でした。トランペット演奏

を間近で見る事が出来、音や演奏している姿はとても迫力がありました。１２月でしたの

で、クリスマスにちなんだ曲やその他の曲を何曲か演奏して下さいました。知っている曲

もあったので、とても楽しかったです。リクエストにも応えていただき、中学部の生徒が

秋田県にちなんで『浜辺の歌』をお願いしましたところ、トランペッターの皆さんは、快

く引き受けて下さいました。その他にアンコールにも応えて頂いたので本当に嬉しかった

です。 



最後は、握手や写真撮影、少し会話などをし、プレゼ

ントに「１０人のミラクルトランペッター」のＣＤを全

校の児童生徒に頂きました。ＣＤにはビートルズの曲や

有名な曲などが多数入っていました。個人的に、ドラム

を演奏していたロベルト・ワラさんにサイン入りスティ

ックを頂いたので、とても感激しました。今も写真と一

緒に大切にしています。トランペッターの皆さんは、ス

ケジュールいっぱいの所、時間をオーバーしてまで、私

達と交流して下さいました。 

演奏会の前の日に、秋田市にある「アトリオン」とい

う音楽ホールで、コンサートをされたそうです。私は元々

音楽を聞くのが趣味で、今回学校に来ていただく機会が

なければ、是非聞きに行こうと思っていたのですが、本

校に来て、生で演奏をして下さったので、とても感動しました。 

当日は１時間というあっという間の時間でしたが、みんなも、とても喜んでいました。 

私は、今年で卒業をむかえます。卒業の前に本当にとてもいい思い出となりました。 

 

私達は、普段車いすを使っている人が多く、冬道では雪のため、なかなか外出できず、

いろんな音楽や文化活動を味わいたくても機会が少なく、今回、本校を会場に体験できた

事は非常に貴重であり、今後もこのような機会がありましたら、是非参加したいと思いま

す。 

この場をお借りして、今回主催して下さった方々を始め、トランペッターの皆さん、そ

して企画して下さった方々、私達の為に素敵な演奏会を本当にありがとうございました。 

心よりお礼申し上げ、私の感想とさせていただきます。 

 

 





 



 

文化庁文化交流使 ソレダット（タンゴ・クインテット）コンサートを迎えて 

 

 今回、文化交流使として本校にお越しいただいたソレダット（タンゴ・クインテ

ット）のみなさんは、ベルギーの５人の若いミュージシャンです。ピアソラの作品に

魅せられ、 1995 年に結成されました。当日はピアソラの作品を中心に、本校音楽科

演奏室で演奏していただきました。普段よく音楽会へ足を運ぶ音楽科の生徒たちにと

っても、なかなか生での演奏を聴く機会のないタンゴという音楽を身近なところで聴

かせていただき、生徒たちはもちろんのこと、保護者、教職員もその演奏に血が沸き

心躍り、大変感動いたしました。 

この日は夏休みに入っていて、夏季特別レッスンや音楽大学の講習会などがあり、

生徒たちが集まるかという心配がありましたが、多くの生徒や保護者が集まり、また

タンゴの音楽に魅せられ、先生方もレッスンの合間を縫って生徒とともに鑑賞しまし

た。 

 今回来校されたメンバーの中のピアノのアレクサンダー・グルニングさんは、本校

音楽科の清水皇樹教諭とはかつてモスクワ音楽院で一緒に学んだ間柄で、 10 年ぶり

の再会に二人とも大変驚くとともに旧交を温めました。この二人はモスクワに行く数

年前から顔馴染みで、モスクワ音楽院では、まだロシア語が不自由であった時期に清

水教諭を随分助けてくれた間柄とも聞いております。演奏前にこのようなエピソード

をお聞きし、和やかな雰囲気のもと、演奏や生徒たちとの交流も図れました。 

 本校音楽科は、邦楽など異なった分野の音楽にも触れ合い親しむことによって、柔

軟で幅広い豊かな感性を養うことを心掛けております。今回のベルギーの５人の若い

ミュージシャンたちは、厳格なクラシック教育をうけたとのことで、タンゴという分

野の違う音楽ですが、クラシック音楽を学ぶ音楽科の生徒たちにとっても親しみが感

じられたのではないかと思います。将来演奏家を目指す生徒たちには、演奏もさるこ

とながら、プロのミュージシャンの姿勢など学ぶことが多く、大いに参考になったこ

とと思います。 

 最後なりましたが、このような文化交流史との素晴らしい心温まる演奏会や交流の

機会を与えていただきました文化庁の皆様には厚く御礼を申し上げます。 

当日、ソレダットとの交流演奏として、本校生徒から、ピアノの１名、日本歌曲を

含む声楽での２名の生徒が演奏しました。その時ピアノの演奏をしました音楽科２年

生の山本多恵佳さんからその時の感想を、ご報告させさせていただきます。 

 



 

文化庁文化交流使 ソレダット（タンゴ・クインテット）コンサート 

 

プログラム 

 

生徒による演奏 

P.      山本多恵佳  Debussy   L’Isle  joyeues  

                   喜びの島 

Mez.Sop.  杉浦 実保  團伊玖磨  はる 

  Pf.   杉浦  舞耶        舟歌「五つの断章」より 

Sop.    古澤加奈子  中田喜直  むこうむこう 

  Pf.   銀羽  恵   Mascagni  Ave Maria  

 

ソレダット（タンゴ・クインテット） 

＜メンバー＞ 

マニュ・コンテ（アコーディオン） 

ジャン＝フレデリック・モラール（ヴァイオリン） 

アレクサンダー・グルニング（ピアノ） 

パトリック・ドゥ・シュティール（ギター） 

ゲリー・カンビエ（ダブルバス） 

＜プログラム＞ 

ピアソラ：チン・チン 

ガリアーノ：タンゴ・プール・クロード 

ピアソラ：ムムキ 

ストラヴィンスキー：タンゴ 

ピアソラ：エスクロア（さめ） 

トゥヴレーズ：五重奏のためのパッセージ 

ピアソラ：ブエノスアイレスの秋 



新しい音楽との出会い 

               愛知県立明和高等学校音楽科 ２年 山本多恵佳

夏休みも間近に迫ったある日、先生方から「ソレダット」というタンゴ・クィテ 

ットが来日し、文化交流使として明和高校にやってくることをお聞きしました。 

 私たち音楽科の生徒は、ピアノ・弦楽器・管楽器・打楽器・声楽といった様々な

分野のうちから専攻とするものを中心として、日々音楽家になる勉強に励んでいま

す。しかし私がこの夏出会ったのは、現在の私たちの音楽から大きくかけはなれた、

全く新しい音楽でした。 

 演奏会当日、私は交流演奏という形でソレダットの方々の演奏の前にピアノを弾

きました。ソレダットの方々が以前パリの音楽院で音楽の勉強をなさっていたとお

聞きしていたので、フランス人作曲家ドビュッシーが作曲した「喜びの島」という

曲を選曲しました。ソレダットの方々の目に私の演奏はどのように映るのか、楽し

みであり大きな不安でもありました。しかし、ソレダットの方がどう思うかという

よりも、今は自分の感じる音楽をありのままに演奏しようと思いました。 

 私の演奏が終わり、３年生の声楽を専攻する２人が日本歌曲やオペラのアリアを

演奏しました。ソレダットの方々は、どの演奏も真剣に聞いてくださいました。 

私たちの演奏の後、いよいよタンゴ・クインテットの演奏がありました。ピアノ・

ヴァイオリン・ギター・アコ－ディオン・コントラバス…と今までに見たことのあ

る楽器ばかりでした。私は、初めて聴くタンゴ・クインテットに胸がワクワクし、

早く曲が始まらないか…待ち遠しくてたまりませんでした。 

ヴァイオリン奏者の呼吸の後、演奏室全体がまるでどこか違う国に移動したかの

ように、パッと花開く演奏が始まりました。ピアノもバイオリンも驚く程難しいパ

ッセージの連続でした。なぜこんな中に、私たちの心をくぎ付けにするまで魅惑す

るような音楽が生まれるのだろうか…。とにかく、息する暇もなく感動し続けまし

た。 

まだまだ驚くことはたくさんありました。それはソレダットのみなさんのリズム

感でした。楽譜には表記することのできないリズムや間…。ソレダットの方々には

そんなものがありました。日本とはどこか空気の違うタンゴのリズムでした。 

そしてもう一つの驚きは、音色でした。同じ楽器からは想像もつかないような様々

な音色が流れるのです。さっきまで深緑色のような音をしていたヴァイオリンが３

秒後には薄ピンク色のような音を出していたり、一瞬にして音の色がどんどん変化

していきました。和声を感じたり、情景を思い浮かべた上で音色を変えられるとい

う技術は、今まで私の中にあったタンゴの印象を大きく変えました。私自身、自分



が知らない異国の文化にこれほど大きな感動を得るとは思っていませんでした。改

めて音楽という国際文化の偉大さに気づくことができました。 

演奏会終了後、別室でソレダットのみなさんとお話しができ、自分の演奏の講評

などもお聞きすることができました。また、たまたま本校の先生の一人とピアノ奏

者のアレクサンダー・グルニングさんが過去に同じ場所で音楽の勉強をされており、

ソレダットのメンバー一人一人がいかに厳格な音楽教育を受けていたかということ

も分かりました。 

音楽には様々な形があると思います。私たちが現在学んでいるクラシックを始め、

ジャズや邦楽、ポップス等…まだまだ私の知らないところには知らない音楽がたく

さんあるはずです。クラシック音楽の勉強と他の分野の音楽は、全く関係無いと考

える人もいるかもしれません。しかし私は、そんなはずはないと思います。一つの

曲が作られる背景には、人の心や景色の描写、民族の文化、戦争など様々なものが

あり、人間が作っている限りそのような背景がなくなることは無いと思っています。 

 ソレダットの方々の演奏は、私に直接的な影響を与えたというよりは、むしろ目

に見えない影響を与えたと言った方が正しいかと思います。今はただただ感動し、

すごい！と思うだけですが、この音楽との出会いが、これからの私の音楽に大きな

光を与えてくれると願っています。私だけでなく、他の生徒や音楽にはなじみの薄

い他のお客様にとってもソレダットのタンゴ・クィンテットは大きな力となったは

ずです。 

今回、私たちにこのような素晴らしい機会を与えてくださった文化庁の方々始め、

関係者の皆様に大変感謝しています。本当にありがとうございました。 





 



文化交流使活動報告レジュメ 
井上 廣子 

 
2005 年１月 10 日より 2006 年１月９日迄の 1年間、文化庁海外派遣型文化交流使として、EUの中
心地、東西ヨーロッパが交差する重要地点という認識のもとオーストリアに滞在した。 
オーストリア文化省、ウィーン市、国立ウィーン美術アカデミー、応用美術大学、日本大使館、オッ

トー・ワグナー精神病院ユーゲントシュテール・テアターを中心にして、美術関係者等多くの知遇を

得た。 
作品展、ワークショップ、レクチャー、オープンアトリエを通して日本の人々の暮らしや文化、環

境への意識を伝え日本文化を深く理解してもらう為の活動及び日本現代美術の紹介を行った。そして

現在の世界状況の中で文化が担う役割を共に考える事が出来た。 
 
【活動日程】 

期間 都市及び国名 活動施設 活動内容 
2005.03.09 ウィーン ブラッドガッセスタジオ オープンアトリエ作品展 

.03.11 〃 B.H中・高等学校 ワークショップ（写真） 
各自、友人のポートレイト作り 

     .03.15 〃 〃 〃 
     .04.09 〃 アポロガッセスタジオ 作品展、ワークショップ 
     .05.27 神戸市 星陵高等学校 レクチャー（文化交流使として） 

ワークショップ 
     .06.06 ウィーン 国立応用美術大学 レクチャー（日本現代アート） 

     .06.07 〃 〃 〃 

     .08.05 〃 ウンタビアドクトガッセスタジオ オープンアトリエ・ワークショップ 

（ペインティング和食作り） 
     .08.20 〃 〃 〃 

     .08.28 〃 〃    〃（写真） 

     .09.09 〃 建築家集団 
トランス・パラデソスタジオ 

スライドレクチャー（日本現代アート） 

アート・クッキング 
09.16～ 

10.30 

ドイツ 

ローゼンハイム 
ローゼンハイム市立美術館 作品展（日本を含めた７カ国の窓） 

     .09.24  ウィーン Prof/Dr ダニエラ・ハーマン宅 レクチャー（日本文化について） 

     .09.25 〃 Mr.シュウェイガスタジオ 公開制作、 

ワークショップ（ライトボックス） 

     .10.01 〃 〃 〃 
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     .10.06 〃 在オーストリア日本大使館 メディアに向けて プレス・カンファランス 

10.10～ 

11.28 

〃 オットー・ワグナー精神病院 

ユーゲントシュテール・テアター 
作品展 

      .10.12 〃 〃 国際会議（セラピスト） 

10.14～ 

   10.16 

ホーン市 ホーン市立クンストハウス ワークショップ 
（ドローイング、アート・クッキング） 

      .10.20 ウィーン HKTW高等学校 ワークショップ 
（写真、アート・クッキング） 

      .10.26 〃 オットー・ワグナー精神病院 

ユーゲントシュテール・テアター 
国際会議（精神医学） 

10.27～ 

   10.28 

〃 オーウェン・ウレッヒ 
小・中学校 

ワークショップ（和紙立体） 

      .11.04 〃 B.B高等学校 ワークショップ 
（ドローイング、アート・クッキング） 

11.10～11.30 〃 パラス・ポッツィア 作品展 
11.16～ 

2006.02 末 

〃 マスクファンデーション 作品展 
（レクチャー、ワークショップ、世界 8 ヶ
国の子供写真、ドローイング） 

2005.11.17 〃 マリア・テレジア学院 ワークショップ 
      .11.24 〃 アトリエラービン 作品展 

（オープニングスタジオ、ワークショッ

プ、ペインティング、オープニング） 

      .11.29 〃 国立ウィーン応用美術大学 レクチャー 
      .11.30 〃 マスクファンデーション オーストリアラジオ放送局、 

ウーアインツ・インタビュー 
      .12.22 〃 Prof.バーバラ・プツ・プレコ宅 ワークショップ、アート・クッキング 

12.02～ 

2006.01.31 

〃 ギャラリードクターダービッド 作品展（写真） 

2005.12.18 〃 美術ライター、評論家、 
ユリケ・クラズニースタジオ 

ワークショップ 
（ドローイング、アート・クッキング） 

      .12.21 〃 ラジオスティションウーアインツ ワークショップ 
（和紙作品、アート・クッキング） 

2006.01.01 〃 美術家バーバラ・オルブ・スタジオ ワークショップ 
（アートクッキング） 

      .01.09 〃 国立ウィーン美術アカデミー レクチャー（日本現代アート、特に写真） 
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① 作品展 
 
滞在中６回以上の作品展（ペインティング、写真、立体造形―全て新作）で延べ 4,330 人の来場を

得た。特に 10 月 10 日～11 月 28 日までの期間、ウィーン市北西部ヒーツィンクのなだらかな丘に位置

するオットー・ワグナー精神病院ユーゲントシュテール・テアター（フランツ・ヨーゼフ皇帝が 1907

年に設立）で行った個展では 49 日間で延べ、3,180 人の来場者を迎えた。 

この病院内でナチの時代約 700 人のオーストリア人やジプシーの子供達が人体実験の犠牲になった歴

史的背景のある場所である。この事実を踏まえ、日本とオーストリアの現代の元気な子供達を表出し、

過去の歴史的事実を記憶に止め、未来への希望を彼等に託そうと考えた。 

日本とオーストリアの高校生 18 名の眼を閉じ、瞑想している等身大のポートレイト（Cプリント、124

㎝/h×64 ㎝/w）を 7m のスチール製サークルに吊した。 

又、天井から吊り下げられたサークルの周囲には、2 ヶ月間かけて撮り溜めた病院内部の写真から

18 枚(C プリント)を選びライトボックス（64 ㎝×94 ㎝×15 ㎝/h）に仕立て床に設置した。病院内部の

写真には人が写っていない。しかし、逆に人の気配を強く感じることが出来る。 

窓一枚を通して、外側に思いを馳せ、内側を見つめ人々の生活に心を添わせる事で、それぞれの存在

を確認したいと思った。 

オーストリア到着後、個展会場として美術館やギャラリー以外の場所で、かつ私の表現に適した場

所を捜して歩いた。オットー・ワグナー精神病院ユーゲントシュテール・テアターは個展会場として

最適な場所であり、ここでの全作品は、ウィーン市の収蔵となった。 
 

 ワークショップ（ペインティング、写真、和紙立体、アートクッキング） 

16 回。参加者数延べ 619 人。 
オ 関係者を援助する機関〈クルトア・コンタクト〉にワークショップ

 

②

 

ーストラリア政府が外国人文化

の詳細なプランニングを文書で提出するとインターネット上でオーストリア全土の学校にその旨を伝

え参加希望校を募ってくれる。〈クルトア・コンタクト〉から紹介された小・中・高校・専門学校、ク

ンスト・ハウスや友人紹介の大学教師、美術ライター、建築家のスタジオ、自分の作品展会場、個人
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宅等、要請のあった処はどこへでも赴き、ワークショップを行った。 
特に喜ばれたのは、作品制作後のアート・クッキングだった。日本のちらし寿司、天ぷら、味噌ス

ー

 
 レクチャー（日本の現代美術について、参加者数延べ 335 名） 

国立ウィーン美術アカデミー、応用美術大学を中心に 6 カ所でスライド・ＣＤを使用しながら、日

本

 オープンアトリエ（参加者数延べ 280 人） 

私のスタジオ、アパートにて制作作品（ペインティング、写真、過去の作品データ）を媒介に、抹

茶

 メディア 

日本、オーストリアの新聞 5紙、雑誌 3誌、広報誌 2誌、ラジオ、インターネット上でも個展作品、

過

プ等、日本食を作るワークショップであった。色々の具を入れた寿司めしの上を、オーストリアで

入手出来る魚介類やカラフルな野菜で各自飾り、全員でテーブルセッティングを施し日本食を食べな

がら日本文化や東西の美術、地球環境について語り合った。そして食の持つ重要性に改めて気づかさ

れた。 

③

 

の現代美術の紹介、美術館、ギャラリー、NPO 活動、ファウンデーション、国際展について話した。

時々2時間続けて話す事もあり、学生、教授、アーティスト、評論家、キュレーター、ライターから最

近の日本の社会事情やアートの傾向について多くの質問を得た。特に学生達に日本現代美術及び日本

文化への興味を喚起出来たと思う。 

 

④

 

を供しながら、東西の現代アートについての歴史的、文化的背景や作品コンセプトについて、又、

日本の現代音楽、文学、映画について意見交換を行った。ここで出会った人々が、後日強力な後援者

となってくれた。 

 

⑤

 

去の作品、コンセプト等大きく取り上げられた。特にウィンナー・サイトン（ウィーンで最古の新

聞）、美術誌 EIKON（アイコン）、国営オーストリアラジオ放送局ウー・アインツのインタビューは作品

展への観客動員に大きく寄与した。 
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 総 括  

 

日本とドイツを往来し、現代美術の作品制作をしている者にとって、ヨーロッパの時空間の中でも

っ

ングまで、

企

ン市内の 2カ所で作品

展

に多くの人々と出会い未来を語り合った。真の国際交流は文

化

ーストリアでの活動を通じて得られた貴重なネットワークを生かし、今後も文化交流を継続、発展

とも東欧に近い国、EU の中心地という理由でオーストリアを選択した。実際滞在してみると、オー

ストリアはその歴史的背景、位置からしても民族の坩堝でありハンガリー、ルーマニア、チェコ、ス

ロバキア、ブルガリア、ポーランド、トルコ、ウクライナ、スロヴェニア、クロアチア、ボスニア、

ヘルツェゴビナ等様々な国の人々と出会うことが出来た。異文化の坩堝であると言う事実は、現代美

術の世界において、今後大きな影響力を持つ国になるであろうと確認するに至った。オーストリア政

府がゲスト・アーティストとして受け入れてくれたが、この国はパーソナルコンタクトを重要視する

国であるという事が判り、ウィーン到着後毎日、人に会った。美術展のオープニング会場、アカデミ

ー、個人宅のパーティ等招待を受けた場所で、時にはどんなに少人数のグループであろうと、抹茶を

点て日本文化について語り合った。文化庁が用意してくれた名刺の殆どを使い果たした。 

10 月 10 日のオットー・ワグナー精神病院ユーゲントシュテール・テアターでのオープニ

画作品制作、広報宣伝を全て自分自身で行った。招待状、ポスター作り、関係機関にプレス・リリ

ースを配送しオープニング当日にいかに多くの人々を集められるかと思案した。しかしそれらの行為

が 10 月 10 日に結実した。作品のクォリテーの高さを認識してくれオープニング以降、状況は好転し、

多くのメディアが取り上げ、ウィーン市の文化担当者が「新しい道を開いてくれてありがとう。貴女

はオーストリアの作家です。」と語ってくれた時、それ迄の苦労が報われた。 

それ以降、帰国迄に 5回の作品展を行ったが、2006 年 2 月 28 日現在もウィー

を継続中である。結果的に文化庁から派遣された任期が一年と言うことが幸いした。短期間では、

相互信頼関係を構築するのは困難であったと思う。作品展期間中、床置きのライトボックス作品の前

で 30 分近く床に座り、ただじっとライトボックス作品を見つめ涙をふいて「ありがとう」と言って去

った女性の姿を今も思い出す。現代美術の作品制作において、常に社会的テーマを取り上げ、現実の

社会の中での人間存在の意味を問うて来た。制作作品を通して、この混沌の様相の世界の中で人は何

に向かって歩み続けようとしているのかを、オーストリアの人々と語り合い国境を越えて心中深くふ

れあえる事が出来たと確信している。 

レクチャー、ワークショップの場で実

交流であると思う。しかし、文化交流の種を蒔き、開花する迄には長い時間が必要であろう。 

 

オ

させ、さらなる文化創造に繋げたいと考えている。 
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【今後の活動】 

早急なベース作りとシステム化を図りた

・ 

ワークショップ依頼がある為、続行 

美術館においてオットー・ワグナー精神病院ユーゲントシ

・ いて 

） 

曜定休 

・ 両国間の現代美術についての情報が余りにも少ないので、

い。オーストリア側は、応用美術大学が中心となる予定 

美術関係者の文化交流の為の組織作りと実演 

・ 2006 年、クルトア・コンタクトを通して多くの

・ 2006 年、グラーツ市において作品展 

・ 2007 年、ウィーン市が現在建築中の新

ュテール・テアターでの作品再展示が決定 

帰国報告展実施 文化交流の意義と方法につ

（株）アートフロントギャラリーにて 

東京都渋谷区猿楽町２９－１８（代官山

2006 年４月 5日（水）～4月 23 日（日）※月

11:00～19:00 
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文化交流使活動報告会レジュメ 
橋口 譲二 

 
ドイツでの活動内容について説明をします。 
大きく分けると３つの関わりあい方をしました。 
活動そのⅠ。 
ドイツで写真を表現手段にしている若い人たちの作品を探し、レクチャーを試みると同時

に橋口が引かれた作品を日本で展覧会、並びに雑誌のグラビヤで発表、紹介する機会を用

意しました。（資料１参考） 
 
活動そのⅡ． 
「１９９１－１９９５ＷＯＲＫ」と題した写真展をケルンにある日本文化センターで国際

交流基金のサポートを受けて開催することが出来ました。展示作品は自分自身（日本社会）

の暮らしを支えている人々のポートレート写真にモノローグをまとめたテキストを同時に

展示しました。当初テキストは日本語と英語だけでしたが、日本文化センターの尽力をい

ただき全てのテキストをドイツ語に翻訳をして１００冊の小雑誌を展示に合わせて製作を

しました。会場に訪れた方たちはドイツ語のテキストを読みながら会場の作品を見てもら

いました。翻訳作業に関わってくださった文化センターの方たちに感謝しています。 
そして展覧会のオープニングでは、展示作品のまえでモノローグを朗読するという試みも

しました。朗読の途中で何度も笑い声やため息が聞こえてきたので、感情のやりとりが出

来たと認識しています。 
 

 
 朗読を聞く人達 2  

 
 ケルン展示会  
 朗読を聞く人達 1  
あと橋口の個展ではありませんが、旧東ドイツの２つの街（フランクフルトオーダー、グ

リマ）にある教会を使い、ドイツで表現を勉強している日本人学生、作家の作品を展示す

る機会を持ちました。絵画、ドローイング、インスタレーション、写真です。 
この試みはすでに社会的に評価の定まった作家ではなく、これからの人たちに出来るだけ

多くの機会を用意したいとの思いから試みましたが、旧東独の小さな街の人たちにとって

は普段日本の現在、日本人の息遣いに触れる機会がすくないようで展示規模にしては好意

的に受け入れてもらえたのと同時に双方にとって刺激的な試みになったようです。グリマ、



フランクフルトオダーの両方の会場とも、作家自身が作品を運び展示する方法をとりまし

た。 
 

 

 作品レクチャー  

 橋口 譲二作品２   橋口 譲二作品１  

 
 
 
活動そのⅢ 
 
スチルムービー「今を生きる人を知る旅、貴方は今どこにいますか」と題した写真と音楽

と朗読をあわせた試みを日本大使館の文化ホール、教会、コミニティーセンター、ギムナ

ジューム（3校）写真学校で試みました。スチルムービーに使う台本はベルリンの日本大使
館で翻訳していただきました。（資料２参考） 
スチルムービーで使う素材は橋口自身の作品ですが、スチルムービーは橋口の作品を見て

もらうというより、橋口の作品を使い、ワークショップに参加した生徒一人一人の才能や

彼ら自身の言葉や感情を探す手伝いをしました。表現や芸術には触媒としての役割が有る

という思いと、表現や芸術は特別な人たちのものではなく、表現する喜びはどんな人の中

にも存在するという考えからの試みです。 
橋口の価値観を押し付けるのではなく、橋口とその作品を間に挟むことで、ワークショッ

プ参加者がこれまで知ることのなかった友達の内面や自分の言葉を手に入れて行く手伝い

です。主役は橋口や芸術ではなく、あくまでも参加者です。参加者が主役ということが実

はとても大切なことなのです。芸術や表現がいつの間にか人々や社会から離れてしまい、

その間を埋める為に今さかんにワークショップが試みられていますが、そのワークショッ

プ自体が芸術のためのものから抜け出せていない現状が有るからです。 
 



ワークショップは一日 3時間で４～5日かけました。 
まず事前に先生、関係者を通じてドイツ語に翻訳したテキストのコピーを渡してもらい、

それぞれ気になった人のモノローグを選んでもらいました。そして一人一人読んでもらう

わけですが、読む前になぜその人を選んだのか話してもらいます。そうすることで生徒一

人一人の価値観がそこで出てきます。朗読の後僕は生徒一人一人に、質問を投げかけます。 
今朝の朝ごはん。好きな音楽、好きな色、好きな季節、貴方にとって自由とは、貴方が拒

否するもの、どんな大人になりたいか、逆にどんな大人にはなりたくないかとワークショ

ップ参加者全員に共通の質問を投げかけます。 
 
このさりげないプロセスの中で、「個性」という言葉の持つ意味することにきづく生徒も少

なくないです。 
個性は目でみえるものではなく、内なる感情だということ。 
 
そしてワークショップの最終日に学校関係者や家族や友達の前で、生徒と一人一人に朗読

をしてもらい、自分自身の今を語る時間を設けました。 
 
12月にワークショップを試みたザルツマンのギムナジュームでは 
途中から生徒と一緒に校長先生も参加されましたが、何か感じるものがあったのか、改め

てこの夏休み前に、全校生徒を対象にしたスチルムービーを試みて欲しいとの要望があり、 
ザルツマンでは、最終日にスチルムービーは試みませんでした。 

話は少しそれます。 

 

 スチルムービー朗読のワークショップ

 
 教会での展示  

活動そのものはこの 1月で終わり今日本に帰国していますが、この 6月から 10月までベル
リンのノイエナショナルギャラリーで 19世紀から今日までの東京とベルリンにまつわる全
ての表現物の展覧会が始まりますが、現代の作家として橋口の作品が展示されることが決

まっています。その展示を伝え聞いたワークショップを開いた学校や教会から遠足で展覧



会を見に行きたいので、会場でレクチャーを開いて欲しいとの要望が複数来ています。 
 
 
ザルツマンギムナジュムからの 7 月のスチルムービーもそうですが、展覧会の会場レクチ
ャーにしても、一度関わりを持った責任が有るので断れないことです。 
橋口個人のことで申し訳ないのですが、僕は 2000年から毎年のようにインドを中心にアー
トワークを試みて来ていますが、この事実はインドがたんに好きだということだけではな

く、関わった責任が橋口にあるという考えから時間と資金をやりくりして継続をして来て

います。僭越なものいいになりますが、橋口に関わった責任が有るように、文化庁にも制

度を造り派遣した責任があることをここに記して起きたいと思います。 
橋口 譲二 

 



 
写真展に添えて。 

朝目が覚めると、僕はまず水で顔を洗い、コーヒーメーカーで朝食用のコーヒーを入れる。

そしてコーヒーを準備している間に服を着替える。いつも毎日同じリズムで一日が始まっ

ている。 
Wenn ich morgens aufwache, wasche ich mir zuerst das Geschicht mit Wasser und 
mache mit der Kaffeemaschine den Kaffee für das Frühstuck.. Während er in der 
Maschine durchläuft, 
ziehe ich mich um. Jeder Tag beginnt immer mit dem gleichen Rhythmus. 
 
蛇口をひねれば水が出て、スイッチを入れると灯りが点くことを僕らは当然のこととして

受け止めている。毎日使う水や、電気が通じているその先に存在する「人」の存在に思い

を馳せることはまずない。水や電気に限らず僕らの暮らしは沢山の人たちの存在に支えら

れて、始めて成り立っている。だけど便利な暮らしを支えている人たちの「存在」を僕ら

は知らない。 
Für uns ist es selbstverständlich, dass Wasser herausläuft, wenn wir den Wasserhahn 
aufdrehen und Strom fließt, wenn wir den Schalter drücken. Über die Existenz von 
Menschen, die uns dies durch ihre Arbeit erst ermöglichen, denken wir nicht nach. 
Unser aller Leben, das nicht nur auf Wasser und Strom begrenzt ist, besteht zuallererst 
aus der Existenz vieler Menschen. Dennoch wissen wir Nichts über die „Existenz“ der 
Menschen, die dieses bequeme Leben erhalten. 
 
作品「1991-1995 WORK 」は、僕らの暮らしを支えている人たちの存在を確認して歩い
た仕事である。決して「職人」を撮った仕事ではない。 
Mit der Arbeit „1991- 1995 WORK“ wollte ich mich dem tatsächlichen, ein solches 
Leben zu führen. Auf keinen Fall handelt es sich aber bei dieser Arbeit um Bilder von 
„Handwerkern “ . 
 
作品はベテランと若手を同じ背景で撮影しているが、職業や環境はどのようにして人を育

てているのか知りたかったのと、価値観や世代の異なる人間が同じ職業を通じて日々どの

ようにコミュニケーションを積み重ねているのか知りたかったからである。 
Meine Arbeit zeigt jeweils einen älteren und jüngeren Vertreter einer Berufsgruppe, 
beide sind vor exakt demselben Hintergrund fotografiert. Ich wollte herausfinden, wie 
der jeweilige Beruf und das Arbeitsumfeld die Menschen prägen und verändern. Ich 
wollte wissen, wie die Kommunikation abläuft zwischen den Generationen an der 
Arbeitsstelle, zwischen den jeweiligen Wertvorstellungen der jüngeren und älteren 



Generation in diesem Beruf. 
 
ベテランの多くの人は戦後の混乱期に生まれ、職業選択の自由がなかった人たちである。

言い換えると生きて生活ができるのであれば仕事は何でも良かった世代である。今でこそ

殆どの人が高校大学と学ぶことが普通になっているが、テキストにもあるように、ベテラ

ンの多くが中学で学業を終えている。 
Viele der älteren Beschäftigten wurden in den Wirren der Nachkriegszeit geboren. Viele 
konnten ihren Beruf nicht frei wählen. Anders ausgedrückt ist es eine Generation, die 
mit jeglicher Arbeit zufrieden war, wenn man nur leben und seine Lebensunterhalt 
bestreiten konnte. Aber gerade heute ist es normal geworden, dass vile Leute auf der 
Oberschule und der Universität lernen, die meisten älteren Beschäftigten haben aber 
aber ihre Schullaufbahn mit der Mittelschule beendet. 
 
そして僕がこの作品を制作していた頃の日本の若者の多くは職業を好き嫌いで選べていた

時代である。ベテランの人たちがキャリアを積み上げていく中で自分の仕事の面白さを知

り、好きになっていったこととは対極に存在していた。 
Das Japan der Zeit, aus der meine Fotos stammen, stellt sich anders dar: Viele junge 
Japaner suchen sich den Beruf danach aus , was ihnen liegt und was nicht. Dagegen 
haben viele der älteren Beschäftigten festgestellt, dass sie ihren von den Verhältnissen 
damals aufgezwungenen Beruf mit zunehmender Erfahrung liebgewonnwn haben. 
 
暮らしの周りに居る人たちの撮影を進めていく過程で、僕は思いがけず日本社会の文化の

基本を気づかされていくことになる。 
Wehrend ich die Fotografierten in ihrem Arbeitsumfeld beobachtete, bin ich, ohne es 
geahnt zu haben, auf die kulturellen Grundlagen der japanischen Gesellschaft 
aufmerksam gemacht worden. 
 
この展覧会の DM に使っている袋物加工業の若手職人は「どんな優秀な機械でもベテラン

の手仕事にはかなわない、マニュアルがあるわけではないから見て覚えるしかない、田中

さんがいる間に少しでも沢山の仕事を見たい。」 
Der junge Arbeiter, dessen Foto auch auf der Einladungskarte verwendet wurde, sagt: „ 
Egal, wie gut die Maschine auch ist, sie reicht nicht an die Handarbeit des Meisters 
heran. Und weil es kein Handbuch gibt, kann ich nur beim Zuschauen lernen. Solange 
Herr Tanaka noch hier ist, möchte ich soviel Arbeit wie möglich beobachten.“. 
 
鬘職人の若手に「あなたが考える一人前とは」という僕の問いに、彼は自分の目の前に座



って仕事をしているおばあさんを見ながら「あの人は僕が生まれる前からこの仕事をして

いる。そんな人ばかりだから一人前なんて考えられない。」 
Auf meine Frage an den jungen Hersteller von Haarteilen„ Was macht nach Ihrer 
Meinung nach das Selbstständigsein ( oder „ auf eigenen Füßen stehen“ ) aus“ , hat er 
mit Blick auf eine alte Frau , die vor ihm saß und gearbeitet hat, geantwortet“ Sie 
macht diese Arbeit nun schon seit der Zeit, noch bevor ich geboren war. Ich bin hier nur 
von solchen Leuten umgeben. Da kann ich  mir gar nicht vorstellen, selbst auf eigenen 
Füßen zu stehen..„ . 
 
海や川の堤防の基礎を作る潜水夫は、「普通の人が見えないところだからこそ、手が抜けな

い。」と語っていた。 
Der Teucher, der das Fundament von Dämmen im Meer oder in Flüssen bauen, haben 
erzählt“ Gerade weil es einOrt ist, den die normalen Leute nicht sehen können, müssen 
wir gut arbeiten. „ . 
 
郵便配達屋は、「休むことなく、毎日住所どおりに間違いなく届けることが、私の誇り」と。 
Und der Postbote meint“ Ich habe noch nie gefehlt. Jeden Tag die Post bei der richtigen 
Adresse abzuliefern, das erfüllt mich mit Stolz. “ .  
 
この短い会話から伝わってくるのは、一つの職業を長く続けている人に対して自然に湧い

た畏怖の念であり、使う人、「他者」の存在を絶えず意識しながら仕事に従事していること

である。 
Schon diese kurzen Gespräche vermitteln eine natürlich entstandene Achtung solchen 
Menschen gegenüber, die schon lange Zeit in einem einzigen Beruf tätig sind. Auch 
zeigen sie, dass diese Menschen ihrer Arbeit nachgehen und sich dabei gleichzeitig 
immer die Existenz der Verbraucher, „des Anderen“ bewusst machen. 
 
先に僕が触れた日本社会の文化とは学歴や年齢に関係なく一つのことを続けている人に対

する敬意であり、畏怖の念である。そして絶えず｢他者｣（利用する人）の存在を意識しな

がら仕事に従事する姿こそが日本社会の大切な文化だと僕は気づかされた。 
Die Kultur der japanischen Gesellschaft, mit der ich hier in Berührung gekommen bin, 
ist unabhängig von Ausbildung und Alter durch Respekt prägt die Menschen. Ich bin 
darauf aufmerksam gemacht worden, dass die japanische Kultur gerade so ist, dass 
man sich mit einer Arbeit beschäftigt und währenddessen immer das Dasein 
des“ Anderen“ ( dem Menschen, der etwas gebraucht) im Bewusstsein hat. 
 



そして僕が始めから日本の文化を撮ろうと考えて、この仕事をスタートさせていたとした

らまったく別な日本の姿が見えてきたと思うし、小さなことの大切さに気がつかなかった

と思う。 
Auch hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, die japanische Kultur zu fotografieren, 
ich denke aber, dass mit Beginn der Arbeit eine völlig anderes Bild Japans sichtbar 
wurde und ich die Wichtigkeit der kleinen Dinge nicht bemerkt habe. 
 
少し話がそれるが、僕は 1987年から日本の様々な場所で生きている人々のポートレートを
意識的に撮ると同時に、一人一人の言葉を記録してきている。1987年代の日本経済は絶頂
期だったし、確か僕の仕事場にワープロが入ったのもこの頃だったと思う。社会全体が浮

かれていた時代だった。そんな時代の空気の中で僕は体の奥のほうから突き動かされる何

かがあり、一人一人に声をかけ話を聞き、写真を撮るという「面倒な行為」を僕は続けて

きた。そしてその作業は今でも続いている。 
Die Geschichte schweift ein wenig ab, aber von 1987 an habe ich absichtlich die Porträts 
von Menschen, die an verschiedenen Orten in Japan leben, mit der Kamera 
aufgenommen und gleichzeitig die Aussagen jedes einzelnen aufgezeichnet. Ich denke, 
die japanische Wirtschaft befand sich in den Jahren um 1987 in einer Hochphase, und 
ich glaube, es war die Zeit als der Word-Processor Einzug in meinen Arbeitsplatz hielt. 
Es war eine Zeit, in der die Gesellschaft in gewisser Weise ausgelassen war. Mitten in 
dieser Zeit habe ich mit der „ lästigen Tat“ des Fotografierens angefangen, habe die 
einzelnen Menschen angesprochen und sie danach gefragt, was sie im Innersten ihres 
Körpers antreibt. Diese Arbeit setze ich auch heute noch fort. 
 
そして普通の日本人を撮影していくに当たって自分で決めたことは、決して作為的に撮ら

ない。ありのままを撮るということである。そして皆さんの目の前にある写真を見ればわ

かるように、僕の写真はただの写真である。 
Ich fotografiere normale Japaner, deswegen habe ich für mich den Entschluss gefasst, 
niemals inszenierte Fotos aufzunehmen. Und wie Sie alle verstehen werden, wenn Sie 
sich die Fotos vor Ihnen anschauen, sind meine Fotos einfach nur Fotos. 
 
日本人を撮るという仕事は始めから何かを表現していくというより、積み重ねた作業の先

にあるものを見てみたいという動機がまずあったことと、決して今の社会の変化、変貌を

予測していた分けではなく、何かが変わる気配を体の芯が予知していたのだと思う。 
Bei meiner Arbeit, Japaner zu porträtieren, hatte ich weniger die Absicht, von Anfang 
an etwas bestimmtes auszudrücken, sondern ich wollte herausfinden, was sich im 
Laufe der Arbeit ergibt. Ich habe auf keinen Fall eine Prognose für die heutige 



Gesellschaft gegeben, sondern ich denke, ich habe die Anzeichen der Veränderung im 
Innersten gespürt. 
 
日本と日本人を記録し始めてから 20年近い歳月が過ぎ、「1991-1995 WORK 」を製作し
たときから 10 年の歳月が過ぎた今、わずかこの 10 年間という短い時間の中で、こんなに
も社会や人々の暮らしが変化するとは思いも寄らなかったことです。「1991-1995 
WORK 」の中には、この 10 数年の歳月の中で僕らの社会が捨ててきた大切なものを沢山
見つけることができると思います。 
Es sind etwa 20 Jahre her, seit ich mit den Aufzeichungen der Japaner begonnen habe. 
Heute sind zehn Jahre nach Fertigstellung der Serie „ 1991- 1995 WORK“ vergangen 
und ich habe mir nicht vorgestellt, dass sich in dieser nur sehr kurzen Zeit die 
Gesellschaft und das Leben der Menschen dermaßen verändern würden. In der 
Arbeit“ 1991- 1995 WORK“ lassen sich zahlreiche wertvolle Dinge erkennen, die unsere 
Gesellschaft in diesen zehn Jahren aufgegeben hat. 
  
グローバリゼーションの中で、時間をかけてよいものを作り、育て学ぶということが消え

てしまっている今だからこそ、10 年前に製作した仕事を見てもらう意味があると僕は思っ
ています。僕は展覧会に添えるこの文章を書きながら、｢まだ間に合うかもしれない｣｢もう

戻れないのだろうか｣と自問しています。 
Gerade jetzt, wo wir mitten in der Globalisierung sind, investieren wir keine Zeit mehr, 
um gute Dinge herzustellen und dies weiterzugeben. Darum hat es aus meiner Sicht 
Sinn, dir vor zehn Jahren entstandene Arbeit anzuschauen. Während ich diese Zeilen 
für die Ausstellung schreibe, sagt mein innerer Dialog „Vielleicht ist es noch nicht zu 
spät.“ aber auch „ Man kann wohl nicht mehr zurück.“ . 
 
ですが｢まだ間に合う｣気がします。僕のこの仕事に触れてくださった人たちが今を考える

きっかけになることを願っています。 
Dennoch habe ich das Gefühl „ Es ist nochnicht zu spät.“ .Ich hoffe, dass dies für die 
Menschen, die meine Arbeit sehen, einen Anlass bietet, über das Jetzt nachzudenken. 
 
 
P.S. このテキストは展覧会のオープニングレクチャーの時、日本語とドイツ語で読んだも
ので、このテキストを印刷したものを会期中、会場に訪れた来場者に配布しました。 
 
 



              Beyond The River 
 
新年号から三号続けてベルリンで活動をしている写真家の作品を紹介するが、そもそもの

きっかけは二〇０四年秋に、文化交流使の活動についての打ち合わせでベルリンの日本大

使館に立ち寄った際、今、日本各地で開催されている日本に置けるドイツ年のベルリン州

西区の催事の相談を大使館側から受け、その懸案を日本に繋ぎ、逆に日本側から新たな作

家作品探しを依頼れたことから始まった。三人の新たな作品探しと平行して、国籍に関係

無く今のドイツで写真を表現手段にしている人たちの DVD 制作にも着手した。DVD 制作
の理由は多様な価値観に出会いたいという思い以上に、出来るだけ多くの人に世の中に出

て行くチャンスをとの思いからである。約七ヶ月の間に百三十人余りの若い写真家と出会

い、結果九五人の作品を DVD に収録することが出来た。DVD 制作は作品の量が量だけに
正直大変だったが、未来と伴走しているようで幸福な一時でも会った。 
 今回「世界」で紹介する作品「Nude…」「Home」「Beyond The River」は全てベルリ
ンの街で制作されている。「Nude…」はベルリン全体で、「Home」は作家の祖母が暮らす
旧東ベルリンの郊外。そして「Beyond the River」はかって東西をし切る壁があった周辺、
しかも今のベルリンの中心から歩いて十分ぐらいの当たりで制作をしている。 
二〇〇四年九月に、ハンガリーのブタペストで「Nude…」に出会い、そして二〇〇五年五
月にベルリンで「Home」そして六月に同じくベルリンで「Beyond The River」に出会う
事が出来た。「Nude…」以外二人の作品は作家自身、自分たちが見たものに対して視線が
自覚的でなかったために、東京での展示直前まで、僕自身が直接指導をしてタイトルを含

めて作品を深めてきた。 
話しが写真からそれるが、東西ドイツが統一して十五年の歳月が過ぎた今ベルリンに住む

多くのアーチストたちの中に共通するテーマが生まれ始めているような気がしてならない。

チープな印象を含みつつも「狭間で」「正常、異常」「ボーダレス」「イン ビットイン」「ク

ロス」といった単語が、ベルリンの街角でこだまするかのように飛びかっている。ある人

は漠然とある人は確信的にテーマの正体と対峙し始めていると僕は思った。昨年十二月僕

は久しぶりにベルリンの空気を吸った。空気を吸い街を歩き感じたことは、東西をし切る

壁が消えてなくなった街に境界線がはっきりと見えたことだった。見えたといっても形と

して存在している分けではないが、暮らしの中にハッキリと境界線が生まれていると思っ

た。そしてもっと旧東と旧西の人々は混ざり合っていると思っていたがそうではなかった。

体制が崩壊し、移動の自由を手に出来たこともあるかも知れないが、旧東の人々は今また

自分たちの場所に戻っていた。EUが生まれ人々の行き来が活性化しているのとは裏腹に壁
崩壊から東西ドイツが統合したころ、河から海に水が流れ込むように旧東の人々が西側に

流れていたのを目の当たりにしていただけに、少なくない衝撃を受けるが、納得をするの

にそんなに時間は必要なかった。旧東の人々は今の西側社会の生活や文化がそんなに羨む

ものではなかったことに気づき始めていた。ここでいう西側とは旧西ドイツだけではなく、



日本を含むアメリカ、西ヨーロッパ社会のことである。勿論個人の人権が抑圧されていた

旧東側の体制がただいいと言う訳ではないので誤解をしないように。 
話しを三人の作品に戻すと、最初にブタペストで「Nude…」と出会った時にはただ不思議
な印象しか受けなかったが、ベルリンの街角に立ったことで、ポーランド生まれの作家 Ewa 
Wolanks 氏が投げかけている問いの正体に始めて僕は気がついた。彼女の作品のモデルた
ちは、世間でいわれている美しいという概念からは程遠い人たちである。ここでいう世間

とは市場と言う言葉に置きかえることが出来る。彼女の作品に触れると不思議な安心感に

包まれている自分がいる。その安心感は作家の眼差しが裸を消費の対象とみなしていない

ことから来ている。ここでも彼女は長い歴史の中で女性の裸を消費して来た私たち社会に

問いを投げかけている。そして彼女の作品は、人間はだれであれ生きて存在しているだけ

で意味があることを語りかけて来ている。彼女の作品に触れた少なくない人が生きる勇気

を得るにちがいない。、Ewa Wolanks氏の問いに気づいた時、それまで別々の場所で存在
をしていた Anne Schwalbe 氏 Reer Miriam 氏の個々の作品が大きな一本の線で繋が
り、再び大きな「問」いを投げかけて来ている。旧東ベルリン生まれの Anne Schwalbe
氏は自由に移動できるにも関わらず、祖母の暮らす郊外を、木の葉を一枚一枚拾い集める

ように丁寧にフイルムに治めていた。彼女の作品からは、否定されたのは先の体制であり

人々の暮らしではなかったことを確かめているように映る。そして旧西ドイツ生まれで、

本物の壁を知らない Reer Miriam 氏は壁の跡地に残る廃墟やトレラーで暮らす人びとに

自らの立ち位置を疑い確かめるかのようにレンズを向けている。そして彼女の作品は都市

が持つ「陰り」を鮮やかに写し出している。と同時に都市が持つ「陰り」の優しさと大切

さを彼女は伝えているような気がしてならない。Reer Miriam氏が捉えている「陰り」の
正体こそがベルリンという街が少なくない人を引き付けて止まない源であり、、他の大都市、

ニュヨーク、ロンドン、パリ、東京にないベルリン特有の街の気配な様な気がしてならな

い。結論を話そう。三人の作家が投げかけている「問」いとはグローバリゼーションに対

する「問」いであり、キャピタリヅムに対する「疑い」である。彼女たちが提出してきた

「問い」や「疑い」こそが今ベルリンで表現に関わっている人たちが、今無意識に又自覚

的に対峙しているテーマの正体な様な気がしてならない。表現や芸術が街の中でどこまで

命を生み出せていくのか、ベルリンの表現者たちは終わりや答えのない「世界」に向けて

今動き始めている。 
その一方でベルリンや西ヨーロッパ、アメリカ社会と同じ様な社会状況の中で暮らす私達

日本の表現者たちは、これからいったいどこに向かって行くのだろうか？ 
                     二〇〇五年十一月十二日 ベルリンにて。 
 
                         橋口 譲二 
                         写真家、文化交流使  



資料２ 
スチルムービーについて 
 
岩波書店から発行されている月刊誌「世界」でスチルムービーとは、写真と音楽と朗読

を合わせた新しい表現で、2000年から国内外で試みています。音楽以外は橋口の写真作品
で構成されています。 
 
写真家である橋口は、1987年から自分自身が生きている時間と空間を切り取り、日本の
原風景を記録すると同時に確認をしていきたいという思いから、日本のさまざまな場所で

生きる人々のポートレートを意識的に撮ると同時に、一人一人の言葉を記録してきました。

今を生きる人を記録する旅は現在も続いています。スチルムービー「今を生きる人を知る

旅」は、橋口の日本人シリーズの中から選んだモノクロのポートレート写真、そして朗読

のテキストはポートレート写真に登場する人たちのモノローグで構成しています。そして

ポートレート写真と写真の間に、橋口が暮らす東京・武蔵野の心象風景と、日本の南に位

置する、沖縄の心象風景のカラー写真を挟みこんで 構成しています。モノローグは、家族
や仕事や社会との関係、将来に対する夢や不安であったりと、多くの人びとの中に存在す

る感情の移ろいを主に表しています。スチルムービーで映し出される映像や言葉は日本の

現在ですが、そこで語られている内容は、国籍や人種、宗教、文化に関係なく普遍的に存

在する人間の営みの中で生まれる思いや感情です。今私たちが暮らす地球社会は個人の思

いとは関係ない方向に少しずつ進んでいるような気がしてなりません。そして眼に見える

形でさまざまなものが分断されてきていると思います。世代間の分断はもとより、人種の

分断、階層による分断、宗教の違いから来る分断・・・・・・さまざまな要因が重なり、

生まれ、分断されている現代社会。スチルムービーに触れた人は、どうぞ隣にいる人は勿

論のこと、道行く人たちの心の声に耳を澄まし、気持を飛ばしていただけると嬉しいです。 
そうすることで今までとは違う風景が目の前に広がって来るかもしれません。 写真展や
写真集は立ち止まったり、振り返ったり、後戻りしながら自分の感情を確認することがで

きますが、今試みているスチルムービーは、写真や言葉が発せられた その瞬間には消えて
いきます。映画や芝居、音楽のコンサートと同じように、そこに残るのは感情という記憶

だけです。この活動で、写真家である橋口の手元に残る作品は何もありませんが、あえて

挙げるとすると、これから各地で試みるスチルムービーに触れた人々の中に残る感情や記

憶が、橋口の作品ということになると思います。               
              
                           
 

 

 

2005年 2月 18日   
ベルリンにて、橋口譲二 



スチルムービー・観客の感想録 
＊ ジグソーパズルです。それぞれの人間は無類です。集まって一つの国民になる。 
それぞれの国民は無類です。全部の国民が集まって人間になる。 
橋口さんの仕事は、ここの国民をルーぺで見ること、補聴器でその言葉を聴くことにあ

るように思えます。僕も人間だから、その気持ちがわかります。僕は同時に違って同じで

す。そのような仕事を続けてください。Sven Hagolani 
＊ とてもよかったです。全体的に少し長かったかもしれません、音楽家はどうして外にい

たのですか。残念ながら朗読者にはちょっと訛りがありました。ミヤザキ シンタロウ 
＊ Naga tore egitlus. Meeldir ohstuphodlie. すばらしかった！おかげさまでよいひと時
を過ごせました。 Milla&Raivo Paasma /Estland 

＊ 今日の演奏はとても気に入りました。他国の人。異文化に興味を持っているのでとても

よかったです。チェロの音楽はとても美しくて、写真によく合いました。Sabine Matula 
＊ 夫は日本のエゲンジで禅の教師をしています。それゆえ、私たちは日本と日本人と強く

結びついています。今夜はとても印象的でよかったです。ありがとう。 
Jutta Wecherbeikzoy 

＊ Cambecki!Kanpeki!Gross!  Gross 
＊ 日本人のことを教えてくれた旅をどうもありがとう。すばらしい写真をどうもありがと

う。（その後判読不能）Volker Wittge 
＊ 面白かったです。色々と考えさせられました。自分のことを鏡で見ているように感じた

のです。もっと詩的な写真を見せてほしかったです。ほっとしました（それはもしかし

て僕の気分のせいかもしれません）。今はあまり長く考えられないから、フィードバッ

クはこれしか書けません。Torsten Schulz 
＊ OMOSHIROI DESHITA。あまり知られていない日本の一面を見せていただきました。
どこでも見られる写真ではなく、小さい町や東京の裏通りの写真も見せていただきまし

た。写真は本当に生活の中で撮られたからこそ、個人的な感じがしました。著と批評も

言わせていただきます。人間の考え方をコンテクストを無視したままで写っていたので、

ちょっとグロテスクな感じがして、その供述の力がよわくなっていたようにおもわれま

した（それは S の意見）。一方、F の意見：言葉になっていないことも自分の意識でわ
かって、もっと感動しました。 

＊ 音楽と写真はとてもよく合っていました。最後にはちょっと長く感じました。 
＊ 日本への、とても面白い（ここに読めない言葉が書いてあります）をどうもありがとう。

（名前も判読不能） 
＊ 人間はどの国でも同じような願い・希望・感想を持っていることが写真で感じられたの

で感激しました。橋口さん、すばらしい写真とすばらしいイベントをどうもありがとう

ございました。I.Weingartner 
＊ 色々教えてくれた写真で、と人間の毎日の生活を風景の中で撮られた写真を紹介するこ



とは、すばらしいアイデアだと思います。いつかその写真のカタログが出版されるかど

うか、またベルリンで橋口さんのイベントが見られるかどうか教えてください! E+W 
Hauptmann/ Schwaebische Str.25,10781 Berlin 

 





 



情熱と経済のジレンマ  交流使活動を終えて 
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 私が初めてロシアを訪れたのは１９９９年。この時の印象はかなり強烈だった。ロシア

崩壊からかなり時間が経っていたとはいえ、まだ経済は十分に立ち直っていず、空港や地

下鉄のそこかしこには短機関銃を肩からぶら下げた兵士がおり、そこがまだ「擬制の平和

と自由」の中にあることを実感させるものだった。あれから６年。ロシアは変わった。そ

していまも変わりつつある。薄紙を剥がすようにという言葉があるが、まさにそれを実感

させるのがいまのロシアだ。年々街は明るくなり、モノが増え、活気づいている。市場経

済が曲がりなりにも浸透しつつあるのが手に取るように分かる。 

 その変貌し続けるロシアへ、０５年度の文化庁文化交流使として私は出かけた。期間は、

３８日間。５月３日に成田を発ち、サンクト・ペテルブルク、モスクワ、そして西シベリ

アの主都オムスク、ノボシビルスクを駆け巡り、再びモスクワに戻り、成田へというコー

スである。最初は、どうせなら日本人のまだ行っていないところも含め、サンクト・ペテ

ルブルクを起点にシベリアを縦断しようかとも考えた。だが、それだと最低３カ月の活動

期間を見なければならず、私自身、諸般の事情でそれだけの時間はさけず、やむなくこの

４カ所に絞り込んだのである。 

 

 サンクトに着いたのは、夜の１０時３０分。とはいえ、空にはまだ薄明かりが残ってい

る。そう、ロシアは５月から日ごとに日が長くなり、やがて６月の白夜へとなだれ込むの

だが、もはやその予兆がただよっている。６月から7月いっぱいが、ロシアを訪れるなら

最高の季節。しかし、これは観光旅行者にとってのこと。演劇人、学術関係者にとっては

「無為」の季節となる。というのは、６月にはロシアの学校はすべて卒業試験期間に入り、

7 月、８月は夏休みになってしまうからだ。これは劇場も同じ。劇場は６月半ばにはクロ

ーズしてしまう。再開されるのは９月半ばだ。 

 私が、ロシア訪問の時期をこの５月に設定したのは、大学や劇場が機能しているぎりぎ

りの季節を選んだからである。この時期を外すと、ロシア側は、たとえそれが海外からの

お客であれ、気もそぞろとなって、事前に打ち合わせたスケジュールがどうなる分からな

くなってしまう。こういうと、まさかと思うだろうが、ロシアとの連絡調整ほど骨の折れ

るものはない。順調に連絡が取れていたかと思うと、突然、ぷっつり連絡が途絶えてしま

う。しかも、平気で予定を変えてしまう。つまりは、実際に現地に行き、確認するまでは

安心できないのがロシアなのである。 

 おかげで、これまで何度苦い思いをしたことか。したがって、ロシアに飛び立つ前日ま

で私は、メールとFAXをめいっぱい使い、スケジュール調整をしていたのだが、実際のと

ころ、スケジュールがちゃんとこなせるかどうかについては、ずっと不安を感じていた。
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しかし、今回に関しては、思ったほどの混乱はなく、比較的順調にスケジュールをこなす

ことができた。比較的というのは、多少の混乱はもちろん、あったからだ。 

 たとえば、私が日本を発つ寸前に、プーチン大統領が突然、学校に戦勝記念日前後を休

日にするように指示したため、講演することになっていたロシア国立サンクト・ペテルブ

ルク演劇大学が急に休校になり、講演の日が変えられてしまったこともその１つだ。幸い、

そんなこともあろうかと予備日を用意していたからよかったものの、そうでなかったら、

交流使活動は１回消えていたことになる。こんなこともあった。ロシア国立サンクト・ペ

テルブルク大学に行った時のことである。教室に着いたら、その会場がほかの授業とバッ

テング。それがやっと解決したかと思えば、今度は、そこにあるはずのビデオ受像機が、

職員が風邪で休んだため用意されてなく、参加者ともどもぞろぞろ受像機のある他の教室

に移動することになったのである。おかげで、こちらは張り詰めていた緊張が解け、リラ

ックスして講演を行なうことができたのは、怪我の功名といったところだろう。 

とはいえ、サンクトでの活動は、なかなか面白かった。サンクト・ペテルブルク演劇大学

（写真１）でも、ペテルブルク大学でも、教室には教授から OB はもちろん、現役学生、

大学院生までが詰めかけ、２時間あまりのビデオを

交えての講演を熱心に聞いてくれたからだ。いや、

これはモスクワでも同じ。じつは、この講演用のビ

デオには、伎楽や能、狂言から現代劇、ダンスまで

のエッセンスを詰め込んでいた。冒頭に大太鼓を入

れ、大音響で一気に観客の目と耳を日本の舞台芸術

に引き付け、その歴史的流れを私が解説し、質問に

応えるという演出である。ビデオそれ自体を全部流

せば１時間４０分はかかる。だから、会場によって、

見せるものはそのつどピックアップして３０～４０

分のものとなる。が、これが実に効果的だった。 

写真１：サンクト・ペテルブルグ演劇大学

 のっけの大太鼓に面喰らい、それまでロシア人がこれぞ日本の舞台芸術と思っていた

能・狂言の前に、その遥かな源流となる伎楽や舞楽、神楽、田楽が出て来る。しかも、そ

れは大陸からやってきた「異文化」であり、その「異文化」との交流の中から日本の舞台

芸術が生成発展して来たという意外さ。そして、あまり知られていない現代劇（鈴木忠志、

蜷川幸雄、野田秀樹、斎藤憐の作品）と舞踏（土方巽、大野一雄から山海塾まで）、勅使河

原三郎のダンスなど、いわば圧縮された日本の舞台芸術の多様なジャンルの片鱗を見、し

かも歴史の大筋を知ることができるという刺激が味わえるからだ。終演後、多くの質問が

寄せられたことはいうまでもないが、話がつきず、外のカフェに移動し、夜遅くまで歓談

したこともしばしばだった。 

 ロシアと日本の文化交流は年々盛んになって来てはいる。しかし、舞台芸術に関してい

えば、実際にそれを見ている人はごく少数だ。しかも、その上演されたジャンルは限られ

ている。歌舞伎や能の公演がモスクワやサンクトで行なわれることがあっても、それはた

まにのことであり、料金も高い。専門家も多くはない。体系的な解説をほどこした書籍も

出てはいない。つまりは、潜在的な関心はあっても、一般にはそれを見、知る機会は限ら

れているということ。私の活動は、その餓えを多少なりとも癒すことになったのである。
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現に、１つの会場で講演を聞いてくれた人が、次の会場にも現れたり、わざわざ私のとこ

ろでも話してくれないか、と連絡してくれたこともあったおかげで、当初予定の１３回の

講演は最終的には１７回にまで増えてしまった（滞在期間が長ければ、この回数はもっと

もっと増えただろう）。 

 サンクトでは、プロの劇評家や演出家、画家との交流も行なわれ、ロシア人の舞踏カン

パニー（少ないとはいえ、ロシアにも日本の舞踏に影響を受けた集団がある）からの招待

もあったが、これは時間がなく受けることができなかった。「ヘンタイ」を名乗るオタク女

性にも出会った。ロシアでは「変態」「オタク」ということばが結構知られていて、それを

名乗るアニメ・ファンたちが増大している。件の女性もそうした１人だったが、職業を聞

いたら、なんと小学校の先生だった。ちなみに、ロシアでいまもっとも有名な日本人は北

野武と村上春樹、そして宮崎駿である。 

 出会いといえば、ペテルブルク大学の講演後、「私の国にも来てくれますか」と声をかけ

てくれたトルクメニスタンから来ている大学院生がいた。彼女は大学院で日本語を学んで

いて、卒業したら日本とトルクメニスタンの文化交流のために働きたいということだった

が、彼女とは、私が帰国してから再び日本で会うことになった。外務省のプログラムに応

募、０５年秋から０６年２月まで滞在。日本語と日本文化についての研修を受け、この２

月２３日に帰国した。せっかくの機会なので、彼女には日本の舞台を見てもらい、ロシア

語通訳協会で「トルクメニスタンの文化」についての講演会をお願いした。 

 モスクワでも面白い若者に出会った。ミール（平和）

という名の青年だが、彼はモスクワの映画博物館での

講演後、わざわざ自分で撮った私の講演ビデオをプレ

ゼントしてくれたばかりか、講演が面白かったといっ

て、そのお礼に近くの公園のベンチで私の身体をマッ

サージしてくれたのである。断わっておくが、彼はホ

モではない。職業が、整体師なのだ。「ぜひ、自分の病

院にきて蜂蜜マッサージを受けないか」と誘われたが、

残念ながらこれは断わった。が、縁とは不思議なもの

である。その彼が、昨年暮れにひょっこり日本に現れ

たのだ。もちろん、盃を交わし、旧交をあたためたことはいうまでもない。しかし、今回

の最大の出会いは、モスクワの国立舞台芸術アカデミーGITIS でばったり出会ったボリ

ス・ニコラエヴィチ・リュビーモフとの再

写真２：ボリス館長 

会だろう（写真２）。 

 ただし、ボリス・ニコラエヴィチ・リュビーモフといって

も演出家ではない。GITIS の教授で、ロシアを代表する演劇

評論家であり、スタニスラフスキーの研究者である。文化交

流使活動の１つとして訪れたGITISで、数年ぶりに出会った

彼の現在の肩書きが「国立中央バフル－シン演劇博物館館長」。

「ぜひ遊びに来てくれ」との誘いにのり、訪れたその博物館

がロシア最大の演劇博物館（写真３）だったのである（収蔵

点数１５０万点）。館長室であれこれ話しているうちに、話題

は日本の博物館のことになり、早稲田の演劇博物館のことに

 3写真３：バフルーシン演劇博物



及んだ。ところが、意外にも彼は早稲田の演劇博物館のことを知らなかった。そこで、早

稲田の演劇博物館のことを説明したところ、ぜひ交流したいという。帰国後、私は、早稲

田の演劇博物館に連絡、竹本館長に会い、ボリスの希望を伝えた。そして、昨年１２月、

両館長の書簡が交換され、日露を代表する博物館同士の交流が始まることになった。これ

は日露の演劇交流にとって画期的なことだろう。 

 

 サンクト、モスクワでの講演を無事切り上げた私は、５月２１日に、次の目的地である

西シベリアのオムスクへと飛んだ。夜中にモスクワを発ち、到着したのは翌朝の５時半。

モスクワとの時差は２時間だ。この西シベリア、日本ではあまり知られていない地域だが、

私が訪問したオムスクとノボシビルスクは、西シベリアを代表する大都市であるばかりで

なく、交通の要衝であり、産業、学術、文化芸術の中心地でもある。にも関わらず、日本

で未だによく知られていないのは、この２つの都市が、ソ連崩壊まで軍事産業、交通の要

衝であったため外国人立ち入り禁止の「閉鎖都市」だったからである。 

 特にオムスクは、革命戦争当時、コルチャ－ク提督率いる白衛軍の「首都」ともなったシ

ベリア切っての古都。さらには、あの文豪ドストエフスキ－が流刑された土地でもある（ド

ストエフスキー「死の家の記録」参照）。一方、ノボシビルスクは、日本の筑波学園都市の

見本となったアカデムゴロドクを抱える新興都市。スターリン様式の建物が立ち並び、い

まやシベリア第一の都市となっている。 

 広大な土地と教育の行き届いた労働人口の存在、そして産業と交通の要衝であること。

これからのロシアの発展性を考えれば、どう見ても「西シベリア」との交流は今後、日本

の経済・文化交流の「臍」になる重要地域である。そこに布石を打つ。これは、文化交流

使としての身軽さだからできることでもある。 

 オムスクでは、国立オムスク大学（写真４）、

教育大学、ドラマ劇場、プーシキン図書館など

で講演、ちょうど名古屋の万博を視察して帰国

したばかりのオムスク州文化庁長官とも懇談し

た。この文化長官との懇談の時、思わぬことが

起きた。長官が「オムスク州ではこれから日本

との文化交流に力を入れたい」との意向を示し

たので、私がすかさず「長官、それには前提が

あります。まず、オムスクでの日本語教育に力

を入れてください」とお願いしたところ、長官

は、隣にいたオムスク大学の国際部長にすぐに、

日本語教育のための準備調査を行なうよう指示したのである。しかも、この時の私の通訳

がノボシビルスクの教育大学の出身者だったことから、ノボシビルスクの日本語教育機関

との交流の端緒がたちまちで

写真４：国立オムスク大学にて 

きてしまったのだ。 

 日本とオムスクとのつながりは、これだけではない。すでに、オムスク大学出版会から

は日露演劇会議との協力により、０２年に「現代日本戯曲集」が出版され、０６年３月に

はその第２巻が出版されることにもなっている（国際交流基金助成）し、０４年からは同

大学で、セゾン文化財団の助成で単位認定の「日本文化講座」も開講しているのだ。また、
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オムスク・ドラマ劇場は、全ロシアの劇場に先駆けて安部公房の「砂の女」や三谷幸喜の

「笑の大学」を上演（同劇場は、９８年に来日、「３人姉妹」や「砂の女」を東京芸術劇場

で上演）している。つまり、日本との交流の下地はできているということ。 

 これは、次に訪れたノボシビルスクでも同じである。同市は、札幌市とは姉妹都市。ロ

シアの３大オペラ・バレエ劇場の１つ、ロシア国立ノボシビルスク・オペラ・バレエ劇場

はすでに何度も日本での公演を行ない、同市にある北海道シベリア・センターは、教育大

学と並んで、シベリア切っての日本語教育のメッカともなっているところなのである。 

 このノボシビルスクでは、シベリア・センター、教育大学、演劇大学での講演を行なっ

たのだが、一瞬焦ったのは、シベリア・センターでの講演の時だ。日本人の身体的な特徴

の説明をした後、剣道や柔道の基本的な姿勢（腰の使い方と足運び）を見せ、参加者の青

年を指名し、前に出て来てもらった。そして、ちょっと遊んで、足払いと背負い投げを見

せようとしたのだが、これがビクともしないのである。ふつうのロシア人なら、腰高もあ

ってすぐによろけるのに、である。これはまずい、と投げをやめ「何かやっているの」と

聞いたら「合気道をしています」。足払いはおろか投げが利かないわけである。相手が悪か

った！ 

 ちなみに、私の講演は、ビデオと口演が中心だが、じつはその解説の中で、アメノウズ

メノミコトが出て来たときには、女性に前に出て来てもらい踊りを踊ってもらったり、六

方や、摺り足、鈴木メソッドなど簡単な実演をやって見せていたのだが、これが思いのほ

か好評だった。ロシアの皆さんは、日本人のように引っ込み思案ではない。参加して楽し

むことをよく知っている。しかも、知識と情報の吸収にきわめて積極的だ。なかには、「日

本人はテン足ではないのか」「能と歌舞伎は同じじゃないのか」という素朴な疑問も出され

たが、そうした質問が出されること自体、日本や日本の舞台芸術についての正確な知識、

情報がいかに行き渡っていないかの証明だろう。しかし、目の前で映像を見、その背景を

説明されると、理解は急速に進む。進めば、当然のことながら、もっと知りたくなる、知

りたい分野も広がる。 

写真５：総合演劇大学 GITIS 

 嬉しかったのは、帰国後、私の講演を聞いた人から、

「大学院での論文のテーマを日本演劇にしました」とい

うメールや、「昨年はノボシビルスク教育大学に来て講演

していただいて心から感謝しております。先生の講演は

学生と教員にとって勉強になっただけでなく、とても分

かりやすく、興味深いお話が印象に残りました。講演の

おかげで学生の興味が湧いてきて、今は人形浄瑠璃の『忠

臣蔵』を読んでおります」という便りをいただいたこと

である。また、ロシア最大の演劇大学であるロシア国立

舞台芸術アカデミーGITIS（写真５）での講演が機縁と

なり、GITIS と新国立劇場演劇研修所との交流も始まり

つつある。 

 

 民間人が国の助成を受け、自国の文化を海外に伝えるということは、決して単純なこと

ではない。伝えることは問われることでもあるからだ。事実、思わぬ質問を受け、ぎくり
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とすることもあった。あるいは、日常、なんとはなしに話していること、知ったつもりで

いることの曖昧さを思い知ることも。つまりは、交流とは必ずしも一方通行ではなく、常

に相互交流でもあるということ。しかもそれを行なうのはロボットでも機関でもない。１

人の個人である。ということは、交流の基本は人と人の触れ合いにほかならないことにな

る。この触れ合いの中から、あらゆるネットワークが築かれる。 

 問題は、この人と人との繋がり、ネットワークを、どうこれから維持、発展させるかだ

ろう。「行って来た、まる」では話にならない。それではせっかく築いたネットが崩れるこ

とになる。たとえば、今回の交流使活動で私は、これまで以上の多くの人や機関と知り合

い、友情を結ぶことができた。だが、問題は、この友情の広がりをどう維持するか、であ

る。これは私個人の手にあまることになるかもしれない。なぜなら、このネットを維持、

発展させるためには、これまで以上に、頻繁に渡航し、語り合うことが必要となるからだ。

そのためにはお金も要る。情熱と経済のジレンマがそこに生まれる。おそらくこのジレン

マは、私だけのものではないだろう。良心的な活動をした交流使なら誰でも遭遇するジレ

ンマだからだ。そのためには、次なる施策が必要不可欠のものになる。それは、継続的交

流活動への支援、そしてこれまでの活動をも含めた情報・ネットワークの集積とそのバリ

アフリー化である。ネットも情報も開かれてこその価値。必要とする人がアクセスし、活

用できなければ意味がないことになる。 

 今回、私は日本の演劇文化の多様性とその歴史をロシアで語って来た。いわば、日本文

化のセールスを行なって来たことになる。だが、それだけでよいのか。むろん、そんなこ

とはない。交流とは、贈与と交換のことに他ならないからである。とすれば、私たち交流

使は、伝えると同時に、一方において吸収することもしなければならないだろう。異文化

を伝え、かつ吸収することの双方向性の中にこそ交流使本来のミッションはあるからだ。

歓迎されることに酔っていてはいけないのである。向こうが貪欲に吸収するなら、こちら

もそうでなければならない。 

 １００年前も、今もロシアは演劇大国である。その基礎を築いた、スタニスラフスキー

やメイエルホリド、エイゼンシュティンは、日本の演劇文化（能・歌舞伎）から多くのも

のを吸収した。そして、いまや世界の演劇教育のスタンダードとなっている演劇教育のシ

ステムを作り上げた。ところが、日本は自国の伝統演劇が愛でられることに自足し、こと

吸収に関しては無自覚だった。結果、日本の現代劇はいまだに未熟さを抱えたままとなっ

ている。その根底にあるのは、教育ソフトの欠如だ。だとすれば、その欠けているもの、

掴み損ねてきたものを再吸収するのが演劇に関わる者の務めということになる。いや、こ

れは演劇のみに関わることではない。文化全般についていえることだ。先に挙げた施策は

そのためにも必要なことなのである。次に繋げるためにも。そして、それは他ならぬ日本

の文化力の再構築、未来に直結する極めて大事なことだと私は思っている。 
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能の紹介を通しての文化交流             

能楽師 河村晴久 

 

 

活動の概要 

 平成１７年４月１４日より５月２７日まで、文化交流使としてアメリカ、カナダに滞在し、能の紹

介を通して、文化交流活動を行ってまいりました。 

 アメリカ東北部のボストンの南に位置するロードアイランド州の州都、プロビデンスのブラウン大

学を基地にして、ハーバード、ダートマス、ブラウン、アーモスト、デアフィールドアカデミー、カ

ナダのトロントの各校での講演、授業、能面能装束を所蔵する博物館、美術館での調査や学芸員の方

への取り扱い法の講習を実施し、その他多くの方々と出会い、話し合い、今後の交流につながるきっ

かけ作りができたと思います。 

 

実演をともなった講演の実施 

 ４月１８日 アーモスト大学 

 ４月２０日 ハーバード大学 

 ４月２４日 トロント大学 

 ４月２８日 ブラウン大学 

 ４月２９日 ブラウン大学（法政大学能楽研究所所長西野春雄教授による講演） 

 ５月 ３日 ブラウン大学 

 ５月 ４日 ダートマス大学 

 ５月 ８日 デアフィールドアカデミー（高等学校） 

 

授業の実施 

 ５月 ５日 ダートマス大学 

 ５月 ９日 デアフィールドアカデミー 

 

博物館、美術館の訪問、調査、講習 

 ４月２１日 ハーバード大学図書館 

 ５月 ２日 ボストン美術館 

 ５月１３日 ロードアイランド美術館 

 ５月１７日 メトロポリタン美術館 

 ５月１７日 フィラデルフィア美術館 



【大学における講演の一例】 

４月２８日 ブラウン大学 この日よりブラウン大学では 「フェスティバル オブノー」を開催。 

 会場 リーズシアター  時刻午後４時半から６時半 質問多く７時ころまで続く。 

演題 「イントロダクション トゥー ノー」 

 

講演内容 

・能「船弁慶」の紹介 河村奈穂子 これから行う「船弁慶」についての説明 

・能「船弁慶」後半 シテ河村晴久 子方河村春奈 講演開始前に装束を着けておき、能「船弁慶」

の後半を舞う。 

・能の歴史、文学について 河村奈穂子 

・能の表現について 河村晴久 まずビデオ「ディス イズ ノー」(能楽協会京都 支部、京都能

楽会制作)の一部を映写し実際の能の舞台の様子を見てもらう。舞台 にある 4 本柱の説明から、聴

衆に能面を使ったときの見にくさを体験してもらい、 演技空間の説明。空間概念について説明。表

現について音楽、所作に分けて、音楽 ではまず謡から。謡の実演をして、音階の概念を説明し、さ

まざまな曲の表現の聞 き比べをしてもらう。楽器については笛、小鼓の実物を見てもらい、８泊の

音楽理 論を説明。実演により拍の伸び縮みを体験してもらい、掛け声と拍の引き合いの緊 張感に

ついて説明。 

・『源氏物語』の説明をして能「葵上」の説明。前シテの装束の着付け実演。モデル西田頼昭、着付

け前河村晴久、後河村奈穂子。着付けの後、モデルは舞台にとどまり、「枕之段」の型の説明。

仕舞「枕之段」シテ河村晴久、ついで装束を後のシテに付替えるところを見せ、キリの型の説明。

キリの仕舞 シテ河村晴久 を実演。 

・ まとめの話。河村晴久 能の伝統と変化、今後について語り、日本文化の紹介に努める。 

・ アンケート記入の依頼 

・ 質疑応答。 

講演の後ロビーにてレセプション。参加者より熱心な質問が多数。その後大学の教授サロンにて夕食

会。翌日にブラウン大学で講演をなさる西野春雄法政大学教授、山下貴久子東アジア学部学部長、ド

ーア・ラビー比較文学部長、ジョン・エミー演劇学部教授、ミーラ・ビスワナサン教授、ピーター・

グリリージャパンソサエティー理事長ら出席。和やかな懇親会の場で、日本研究や日本文化伝達につ

いての情報交換。 

 

紹介の方針 

 舞台上で演じるものに気迫がこもれば、心から心へ直接響くものがあります。六百年間の先人の研

鑽の結果、「今」感じることのできる舞台に出会えるのが能です。『万葉集』『源氏物語』『伊勢物語』

『平家物語』などの先行文学を題材に、室町時代の人間が作った能を演じ続け、いつの時代の能楽師

も、それを自分の肉体を通して表現していった結果、舞台上には「過去」があるのではなく、「今」

の人間が描かれることになりました。謡の言葉は、現代では日本人にとっても難しいものでが、拒否



反応をおこさなければ、理解できないものではありません。また理解するのが能を見る目的ではなく、

感じるのが一番大切なことと考えます。 

 外国へ紹介する場合、前提となる日本の文化理解が問題になります。日本なら、源氏と聞けば王朝

絵巻を思い起こしてもらうことが可能ですが、異国ではそれがありません。その部分は説明が必要と

なります。しかし一番必要なのは、その能を演じて、表現されている何かを感じてもらうことです。

そこであらすじはもとより、舞台上の所作とその意味、約束事などを事前に解説いたします。演者の

表現の意図を分かりやすく説明しました。また聴衆と一緒に手拍子を打ったり、謡ったり、共に体験

していただくことで感じていただく部分もあったと思います。幽玄をはじめとする概念については、

無理な翻訳をしてのお話しはせず、簡単な説明の積み重ねにより、理解を深めていただくように致し

ました。またこういった能を生み、育んできた日本そのものに目を向けていただけるよう、興味が今

後に続くように努力いたしました。 

 通常能の上演には装束を着けた役が二人以上、囃子三～四人、地謡六～八人、後見二人が必要です。

一人では実施できることにも限りがあるため、家族を同伴し、装束の着付けやとぎれのない講演の進

行をはかりました。また期間中、法政大学の西野春雄教授を八日間、能楽師の田茂井廣道氏と河村和

晃氏を六日間招いて、さらに内容の深い講演を実施致しました。 

 

博物館、美術館関係 

 上記の各館では、収蔵庫内で見学調査、講習を行いました。学芸員の方は能面、能装束を大切に扱

われますが、実際に私たちが室町、江戸時代のものを扱うのとは違い、かえって危険なことになりま

す。能の家では、古いものをいまだに使い続けているわけで、その方法をお伝えしました。その他、

多くの美術館、博物館の見学を致しました。 

 

 

日々の暮らし 

 講演、授業、博物館巡りの他、多くの方々、機関を訪問し、様々なことをお話ししました。また各

機関への受け入れをしていただくための交渉をし続けていたので、日々忙しく、一月半がすぐに過ぎ

てゆきました。小学生の体験指導も計画し、三十人分の着物、襦、袢袴、扇子など持参しましたが、

結局時間不足で実施できず、残念でした。 

 家族で、日本からスーツケース十個、機内持ち込み最大の大きさで五個、さらに身の回り品と、飛

行機に乗せられる重量制限いっぱいの荷物を運びました。多くの装束類、さらに舞台装置の柱までも

っての移動なので、大きなリムジンを雇いましたが、優雅とはほど遠い、旅の一座の道中になりまし

た。しかしながら家族での交流ができたことから、単身では経験できないお付き合いもあり、よい経

験となりました。 



今後について 
 この期間中に多くの方と知り合い、交流ができました。また聴衆として参加していただいた方々の

記憶の中にも、能、日本というものは何らかの形で残ったものと思います。多くの種まきができたと

考えます。これは今後とも継続する必要があります。カナダでは、たちまちよい結果が生まれました。

トロント、オタワでは実際の能の公演を見たいとのご要望により、今年十一月に二十数名で訪問して

能の上演を致します。その他大学関係、博物館関係でも交流が続きそうです。一回限りの交流で終わ

らないように、また私一人の交流で終わらないよう、今後に期待したいと思います。能楽界にあって

も、世界へ発信する取り組みが進むよう努めたいと思います。 

 

 

2005年 5月３日 

クリスチャン・サイエンスモニターに掲載 
ハーバード大学公演の模様 



 


