
 日本演劇学会２０１２年度大会プログラム 

「現代演劇と批判的想像力」 

２０１２年６月 15 日（金）～17 日（日） 

近畿大学 東大阪本部キャンパス（Ｅキャンパス） 

 

 
演劇とは舞台という生まの時間・空間に一回限りの行為を刻むものです。舞台上で演じられる身体は、

現在性に依拠した劇の思想を体現すると言えます。 
そうだとすると、演劇を対象とする研究や批評、すなわち「演劇学」は、つねに生成する「いま・ここ」

の想像力を分析・批判することになります。演劇学は、現在の意識が切実に問われる学問的領域であり、
他のアカデミズムとは一線を画した、生きた学問であるのでしょう。 

今回の大会のテーマは「現代演劇」です。「現在」を構成するのは、過去の事象やこれまで生産されて
きた芸術的想像力の貯蔵庫です。現代に生きるわたしたちは、過去の事象を過去の時間に閉じ込めておく
のではなく、つねに眼前の事象として取り出す。そこから歴史的想像力を駆使して現在を思考することが、
今回の大会のテーマです。 

 

 

 

◆参加申し込み 

同封のはがきにて、前夜祭・研究発表・総会へのご出欠、ならびにお弁当（17日）の要・不要をお知らせ下

さい。出欠はがきは６月３日（日）必着でお願いいたします。 

＊総会にご欠席の場合は、委任状に署名・捺印の上、ご返送下さい。 

◆参加費など 

・大会参加費（会員／非会員とも）：1500 円（２日分） 

・懇親会費：4500 円 

・17 日のお弁当代（お茶込み）－注文された方：800 円 

   ＊大会参加費・懇親会費・お弁当代は、16・17 日に大会会場受付にてお支払い下さい。 

・前夜祭 南河内万歳一座「夕陽ヶ丘まぼろし営業所」観劇：特別割引料金 3000 円 

＊前夜祭参加の方は、直接、会場の「一心寺シアター倶楽」にお越しの上、劇場受付で演劇学会大会前夜

祭参加者であることをおっしゃって、料金 3000 円をお支払い下さい。 

◆昼食について 

16 日（土）は学内の食堂・コンビニ等をご利用いただけます。17 日（日）は学内食堂は閉店しており、近

隣に若干食堂等はありますが、あらかじめお弁当をご注文いただくか、ご持参下さることをお勧めします。 

◆宿泊について 

特に斡旋はいたしません。大学の近くでは、近鉄河内小阪駅周辺（但し、ホテル少）、大阪市内では、近

鉄上本町六丁目、（地下鉄谷町九丁目）、日本橋、難波、各周辺が、比較的便利です。 

 

 

 

◆お問い合わせ◆ 

日本演劇学会 2012 年度大会実行委員会 

委員長：西堂行人 

連絡担当：林 公子 e-mail：khayashis_2@ymail.plala.or.jp  携帯電話：080-3133-9509 

   577-8502 東大阪市小若江３－４－１ 近畿大学文芸学部   tel ０６－６７２１－２３３２（代） 

http://www.kindai.ac.jp/



６月15日（金）　

19:30～ 前夜祭　　　　　　　　　　南河内万歳一座「夕陽ヶ丘まぼろし営業所」　　観劇・アフタートーク 　　一心寺シアター倶楽　　（特別料金3000円）

６月16日（土）　

9:30 受付開始（Ａ－１０１・１０２前）

10:00～12:00 研究発表（発表25分　質疑10分）＆パネルセッション（60～120分）　Ⅰ

Ａ－１０１ 　　　　Ａ－１０２ 　　　　　Ａ－２０３

大会テーマ研究発表①　美術・映像による表象 大会テーマ研究発表②　　アングラと現代 自由テーマ研究発表①

司会：平川大作 司会：小菅隼人 司会：田尻陽一

10:00～10:40 舞台美術家としての藤田嗣治　　　　　　　　　　　
－あるいは古典と前衛、東洋と西洋演劇の架橋　
　者

天井桟敷の海外公演の方法
対人援助教育における即興劇 「プレイバックシ
アター」 の活用について

佐野勝也／早稲田大学（院） 久保陽子／お茶の水女子大学（院） 各務勝博／立命館大学（院）

10:40～11:20 ミュージカル映画『プロデューサーズ』における　
　　ジャンルに対する自己言及の表象について

身体の越境文化性 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　－鈴木忠志構成・演出『リア王』（1988年 於・利
　　賀野外劇場）

韓国朝鮮における1940年代前期の国民演劇
に関する研究

辻佐保子／早稲田大学（院） 加藤裕明／北海道大学（院） 李知映／東京大学（院）

11:20～12:00 英文学者の解釈とアル・パチーノのパフォーマ　
ンス◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
－歪んだ悪役としてのリチャード三世の人物造◇
形

身体から考える別役実のドラマツルギー 　　　　
　　　◇◇◇◇◇◇－『正午の伝説』をめぐって

『堀川波鼓』再考

―お種
たね

の犯した罪とお種
たね

に重ねられる馬のイメ 　

　　ジ―

住田光子／広島修道大学（非） 梅山いつき／日本学術振興会特別研究員PD 細川久美子／人形浄瑠璃研究

昼休み（12:00～13:00）

13:00～15:00 研究発表（発表25分　質疑10分）＆パネルセッション（120分）　Ⅱ

　　　　Ａ－１０１ 　　　　　　　Ａ－１０２ 　　　　Ａ－２０３

大会テーマ研究発表③　　ポストドラマ演劇 パネルセッション①　「村山知義の遺産と現代」 自由テーマ研究発表②

司会：山下純照 代表：岩本憲児／日本大学 司会：井上優

13:00～13:40 歴史・演劇・言語－Ｅ．イェリネク『光のない』 ①映画に見る村山知義の演出と演技術 　　　　
　◇◇－『恋愛の責任』と『初恋』をめぐって

上海戯劇協社『ベニスの商人』上演をめぐって

林立騎／早稲田大学グローバルＣＯＥ研究生 　　　　　志村三代子                                     
                  ／早稲田大学演劇博物館招聘研究員

瀬戸宏／摂南大学

13:40～14:20 テクストの可能性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　◇◇－『4.48 サイコシス』における他者の希求

②村山知義「死んだ海」三部作 　　　　　　　　　　
　　　　　　　－プロレタリア演劇から現代演劇へ

ニューヨーク、沖縄、東京で上演されたThe 
Teahouse of the August Moon 　　　　　　　　　　
～1950年代半ばに上演されたこの作品は変わらない　
　　日米の位相を照らすのか？

 關智子／早稲田大学（院） 　鴨川都美／日本女子大学（院） 与那覇晶子／沖縄大学地域研究所特別研究員

14:20～15:00 ポストドラマ演劇の出自と位相 ③現代における村山知義の受容 　　　　　　　　
　　◇◇－やなぎみわ『1924』三部作を中心に－

英国近代演劇における婦人参政権運動の意
味　　－エリザベス・ロビンズを中心に

谷川道子／東京外国語大学 　正木喜勝／大阪大学招聘研究員 藤岡阿由未／椙山女学園大学

15:15～16:15 対談　　　　　　　　　　　　　

　扇田昭彦（演劇評論家）　　西堂行人（近畿大学）

16:30～18:00 講演とデモンストレーション 講演　「能と現代演劇の共同作業」
アート館

岡本章（演出家／明治学院大学）

デモンストレーション「能の身体技法を現代に活かす」
　　　　　　　　岡本章
　　　　　　　　鵜澤久（能楽師／シテ方観世流）
　　　　　　　　北畑麻実（俳優／錬肉工房）

18:10～20:00 懇親会 ブロッサムカフェ

「アングラ演劇とは何だったのか－１９６７～１９７３年を中心として」　　　　　　　　　　　　Ａ－３０１



６月17日（日）

9:30 受付開始（Ａ－１０１・１０２前）

10:00～12:00 研究発表（発表25分　質疑10分）＆パネルセッション（120分）　Ⅲ

　　　　　Ａ－１０１ 　　　　Ａ－１０２ 　　　　　　Ａ－２０３

パネルセッション②　「音楽劇研究の視座」 パネルセッション③　「関西の劇場」 大会テーマ発表④　　韓国現代演劇の現在
代表：日比野啓／成蹊大学 代表：市川明／大阪大学 司会：菊川徳之助

10:00～10:40

①関西の野外劇の現状と《場》について　　　◇

福島祥行／大阪市立大学

横山義志／静岡県舞台芸術センター（SPAC）

②従来型公共ホールの活性化と 金世一／東京大学（院）

10:40～11:20 　　　　　　　　　　　　　地域の劇場化について

椋平淳／大阪工業大学
翻訳される「現代口語演劇」　　　　　　　　　　　　　
－平田オリザの『ソウル市民1919』を中心に

森佳子／日本大学（非） ③舞踊をめぐるネットワークと地域性　　　　　
◇

李洪伊／お茶の水女子大学（院）

11:20～12:00 ③アメリカン・ミュージカル研究の視座　　　　　　
　　◇－『ウェストサイド物語』を例に

古後奈緒子／奈良大学（非）

日比野啓／成蹊大学 ④セイカ・アートスクエア構想について　　　　　
◇

④マルターラーの音楽劇,あるいは夕べの光景　
　◇－『巨大なるブッツバッハ村』を例に

市川明／大阪大学

萩原健／明治大学

昼休み（12:00～13:15） （理事会）

13:15～14:30

総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇◇◇◇◇◇
河竹賞授賞式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇河竹賞奨励賞受賞者スピーチ 　　　　　　　
　　　　　◇◇　　伊藤りさ 「私の研究テーマ」

Ａ－３０１

14:40～16:40 シンポジウム DIVE－大阪現代舞台芸術協会　企画　　 Ａ－３０１

　「小劇場の危機！？～大阪の現状と未来」

　　　金 満里（劇作家・演出家／劇団態変主宰）

16:40～17:00
クロージング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
閉会の辞（天野文雄）

Ａ－３０１

　　大谷 燠（Executive Director／NPO法人ダンスボックス代表）

　　　　　聞き手：上念 省三（ダンス批評）

　　　司会：笠井友仁（演出家／エイチエムピー・シアターカンパニー）

①生の祝祭としての祝祭音楽劇 　　　　　　　　　
　◇－中期ストア派の演技論について

②音楽劇における理論と実践　　　　　　　　　　　
　　◇－18.19世紀のフランスを例に

　　岩崎正裕（劇作家・演出家／劇団●太陽族代表）

　　　　　聞き手：九鬼葉子（演劇評論家／大阪芸術大学短期大学部）

韓国現代演劇の演技論　　　　　　　　　　　　　　　
　－李潤澤の「息の演技」と俳優における自己認
　　　識の問題

　　　　　聞き手：畑 律江（毎日新聞学芸部）



◆大会会場案内◆ 

 

 
近畿大学本部キャンパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A 館（文芸学部棟）１０１・１０２・203・３０１教室 ：  

 研究発表・パネルセッション・対談・総会・シンポジウム 会場（6/16・17） 

アート館 ： 講演とデモンストレーション 会場（6/16） 

ブロッサムカフェ ： 懇親会会場（6/16） 

 

 

学生ホール 
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N 
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◆交通アクセス案内◆  

 

■近畿大学文芸学部 （東大阪市小若江３－４－１ tel 06-6721-2332） 

http://www.kindai.ac.jp/access/honbu.html 

□新大阪から   

新大阪―〈JR 東海道線 5 分〉―大阪―〈JR 大阪環状線外回り 15 分〉―鶴橋→乗り換え→鶴橋(近鉄) ― 
―〈近鉄奈良線普通 10 分〉―八戸ノ里やえのさと―〈徒歩 20 分／近鉄バス 10 分〉―近畿大学文芸学部 

 
新大阪―〈JR 東海道線 5 分〉―大阪―〈JR 大阪環状線外回り 15 分〉―鶴橋→乗り換え→鶴橋(近鉄) ― 

―〈近鉄大阪線／「河内国分」行「高安」行など普通 10 分〉―長瀬―〈徒歩 25 分〉―近畿大学文芸学部 
 

□大阪（伊丹）空港から 

大阪（伊丹）空港―〈大阪モノレール 5 分〉―蛍池→乗り換え→蛍池（阪急）―〈阪急宝塚線 15 分〉―梅田→ 

→乗り換え→JR大阪―〈JR大阪環状線外回り15分〉―鶴橋→乗り換え→鶴橋(近鉄) ―〈近鉄奈良線普通10分〉
―八戸ノ里やえのさと―（徒歩 20 分／近鉄バス 10 分）―近畿大学文芸学部  
 

大阪（伊丹）空港―〈大阪モノレール 5 分〉―蛍池→乗り換え→蛍池（阪急）―〈阪急宝塚線 15 分〉―梅田→ 

→乗り換え→JR 大阪―〈JR 大阪環状線外回り 15 分〉―鶴橋→乗り換え→鶴橋(近鉄) ― 
―〈近鉄大阪線／「河内国分」行「高安」行など普通 10 分〉―長瀬―〈徒歩 25 分〉―近畿大学文芸学部  

 
大阪（伊丹）空港―〈リムジンバス「近鉄上本町」行〉―近鉄上本町→乗り換え→大阪上本町（近鉄）― 

①―〈近鉄奈良線普通 16 分〉―八戸ノ里やえのさと―〈徒歩 20 分／近鉄バス 10 分〉―近畿大学文芸学部 

②―〈近鉄大阪線／「河内国分」行「高安」行など普通 10 分〉―長瀬―〈徒歩 25 分〉―近畿大学文芸学部 

□関西空港から 

    関西空港―〈南海空港線 45 分〉―難波（南海）→乗り換え→大阪難波〈近鉄〉―〈近鉄奈良線普通 20 分〉― 
―八戸ノ里やえのさと－〈徒歩 20 分／近鉄バス 10 分〉―近畿大学文芸学部 

 
関西空港―〈リムジンバス「近鉄上本町」行〉―近鉄上本町→乗り換え→大阪上本町〈近鉄〉― 

①―〈近鉄奈良線普通 16 分〉―八戸ノ里やえのさと―〈徒歩 20 分／近鉄バス７分〉―近畿大学文芸学部 
②―〈近鉄大阪線／「河内国分」行「高安」行など普通 10 分〉―長瀬―〈徒歩 25 分〉―近畿大学文芸学部 

 

※八戸ノ里（やえのさと）から、近鉄バス「金物団地前／久宝寺口駅前」行き；71・73・74・76・77。「東上小阪」下車、

進行方向に少し行くと東門です。ただ、バスは土曜は 20 分に１本。日曜は 30 分に１本です。タクシーが便利

です。660 円。「近畿大学 E キャンパス or 東門」と言って下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

長瀬から 

東正門 

八戸ノ里から 

メイン会場のＡ館（文芸学部棟）は東正門右側/東側（E キャンパス）にあります。   



 

 

◆前夜祭のご案内◆ 

南河内万歳一座公演『夕陽ヶ丘まぼろし営業所』 

観劇と内藤裕敬によるアフタートーク 

 
◇ ６月 15 日（金）19:30 開演  

◇ 一心寺シアター倶楽 

◇ 特別割引料金 3000 円 

◇ 南河内万歳一座公式サイト 『夕陽ヶ丘まぼろし営業所』 http://www.banzai1za.jp/yuuhigaoka/0.html  

 

70 年代の大阪で、野外演劇のメッカであった天王寺公園の北に位置する一心寺シアター倶楽。ここで行
われる、関西を代表する小劇場劇団「南河内万歳一座」の舞台を観劇し、大阪における小劇場演劇の現場
を考える。 

会場の一心寺シアターは、現在、諸般の事情で演劇公演を減らさざるを得ない状況に陥っている。そうい
う大阪の小劇場が直面している状況を現場で体験し、また、アフタートークでは、劇団主宰者の内藤裕敬氏
に、大阪における小劇場演劇の問題について語ってもらい、大会プログラムのパネルセッション「関西の劇場」
やシンポジウム「小劇場の危機！？」に繋げようという企画である。 

◇ 会場アクセス 一心寺シアター倶楽 (大阪市天王寺区逢阪 2-6-13 tel 06-6774-4002) 

        http://www.officeb1.net/kura/map.html 

  □新大阪から   

新大阪―〈地下鉄御堂筋線 25 分〉―天王寺―〈徒歩８分〉―一心寺シアター倶楽 

□大阪（伊丹）空港から 

大阪（伊丹）空港―〈大阪モノレール 15 分〉―千里中央→乗り換え→千里中央（地下鉄）― 
―〈地下鉄御堂筋線 35 分〉―天王寺―〈徒歩８分〉―一心寺シアター倶楽  

□関西空港から 

       関西空港―〈JR 関空快速 50 分／特急はるか 32 分〉―天王寺－〈徒歩８分〉―一心寺シアター倶楽 
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