
本企画は、ポーランド文化・国家
遺産省の後援による多年度プログ
ラム「ポーランド独立回復１００周
年記念・INDEPENDENT 2017–
2022」において、アダム・ミツキェヴ
ィッチ・インスティチュート(Adam 
Mickiewicz Institute) が実施す
る「文化の橋助成事業」の一環とし
て実施されています。

Financed from the funds 
of the Ministry of Culture 
and National Heritage of 
Poland, within the scope 
of the Multiannual Program 
INDEPENDENT 2017-2022, 
as part of the "Cultural 
Bridges" subsidy program 
of the Adam Mickiewicz 
Institute

「国境なき⾃⽴者：
⽇本におけるポーラ
ンド」 アマレヤシアタ
ー＆ゲスツ 
2019.9.13—10.8 
– 札幌、秋⽥、東京
（⽇本）
「国境なき⾃⽴者：⽇本におけるポーラン
ド」は、カタジナ・パスツジャク演出の『（Re）
ververrations(残)響 , ポ ーランドと⽇本に
架ける橋』 と題されたポーランドと⽇本の共同
制作公演、『⼥性性について.戯曲集』(アガタ・
チャルプニク教授編)という書 物から取り上げ
られるポーランドの⼥性によって書かれた2つ
の劇に基づいた戯曲ワークショップとリーディ
ング公 演、そしてポーランドの芸術と⽂化を
宣伝するマスタークラス・講演・会議・発表から
なるポーランドと⽇本のアー トプロジェクトで
す。このプロジェクトの主要な部分は、⽇本の
札幌、東京、秋⽥で、2019年9⽉13⽇から10
⽉8⽇ までの期間に⾏われます。 

カタジナ・パスツジャク演出の共同制作公演『
（Re）ververrations(残)響 , ポーランドと⽇
本に架ける橋』は、アマ レヤシアター＆ゲスツ
とポミスロダルニア財団からのポーランド⼈ア
ーティストとアイヌ⼥性会議の⼥性たちの間の
協⼒で展開されます。プレミア公演は、札幌の
⽣活⽀援型⽂化施設コンカリーニョ（9.28）と
東京のシアター・バビ ロンの流れのほとりにて
（10.5-6）、そしてプレ公演が秋⽥県⽻後町
⽥代の鎌鼬美術館で開催される鎌鼬の⾥芸術
祭 (9.21)でも上演されます。

本プロジェクトは書籍「ブロニスワフ・ピウスツ
キ-または、どのように極東で有名になるか（著
者：Katarzyna Nowak、和訳：Iwata Miho、
イラスト：Paulina Paździera）」の出版と宣伝
を含んでいます。著名なポーランド⼈民族学者
ブロニスワフ・ピウスツキについてのこの本の
ポーランド語版はクラクフ市の⽇本美術技術
博物館“マンガ”館より2018年に出版されまし
た。今年マンガ博物館は「国境なき⾃⽴者：⽇
本におけるポーランド」プロジェクトの主要パ
ートナーであり、Katarzyna Nowak副館長は
アマレヤ劇団&ゲスツとともにワークショップ
を指導し、マンガ博物館によって実現されたブ
ロニスワフ・ピウスツキに捧げられた大規模プ
ロジェクトに関する講義をおこないます。

 我々は、特別に札幌と東京で⾏われるポーラ
ンドのアーティストによるダンス・演劇・戯曲の
ワークショップに参加 したいと思っている⼈全
てを招待します。プログラムの詳細な概要は以
下の通りです。 このプロジェクトは、⽇本の芸
術家と協⼒し、ユゼフ・ピウスツキ元帥の兄で
あるブロニスワフ・ピウスツキと彼の アイヌ研
究を紹介することにより、ポーランドと⽇本の
国交100周年記念とポーランドの再独⽴100
周年記念、そし て⽂化遺産を特に重視する国
としてのポーランドの国家イメージを紹介する
ことを⽬的としたポーランドの⽂化政策 およ

び2019年のポーランド外交の優先事項の⼀
部です。 プロジェクトには、アイヌの⼈ と々長年
にわたり⽇本のパートナーと協⼒してプロジェ
クトを実施してきたカタジ ナ・パスツジャク、ア
マレヤシアター＆ゲスツ、に代表されるポーラ
ンドのアートコミュニテ ィとの間の密接な⽂
化交流が含まれます。批判的な民族誌学から
始まったポーランドと⽇本の共同制作『（Re） 
ververrations(残)響 , ポーランドと⽇本に
かける橋』は、⽇本とアイヌの社会的および⽂
化的背景を特に重視するこ とを⽬的としてい
ます。この作品の⽬的は、⽂化遺産の保存と普
及、少数民族の脱植民地化、⼥性の声（物語）
と主 体性を顕在化することによって⼥性の地
位を強化することです。アマレヤシアター＆ゲス
ツ、環境とマイノリティ政策研究センター、アイ
ヌ⼥性会議のパートナーシップは、⽂化遺産保
護、脱植民地化、⼥性の権利促進に重要な役
割を果たしています。

“Independent 
Without Borders: 
Poland in Japan” 
Amareya Theatre 
& Guests 13.09-
8.10.2019 – Sapporo, 
Akita, Tokyo (JAPAN)
“Independent Without Borders: Po-
land in Japan” is a Polish-Japanese 
artistic project which encompasses a 
Polish-Japanese performance co-pro-
duction entitled “(Re)verberations. 
Bridges Between Poland and Japan” 
dir. Katarzyna Pastuszak, drama work-
shops and performative reading based 
on two plays written by Polish female 
coming from the publication “Of Fem-
inine Gender.Anthology” (ed. dr hab. 
Agata Chałupnik, dr Agata Łuksza), 
masterclasses, lectures, meetings and 
presentations promoting Polish art and 
culture. The main part of the project 
will take place in Japan in the period 
13.09-8.10.2019 in Sapporo, Tokyo 
and Akita. 

The co-production “(Re)verberations. 
Bridges Between Poland and Japan” 
dir. Katarzyna Pastuszak will be devel-
oped in co-operation between Pol-
ish artists from Amareya Theatre & 
Guests and women from Ainu Women 
Association. The premiere performanc-
es will be presented in Studio Concari-
no in Sapporo (28.09), Babylon Tokyo 
Theatre (5–6.10) and a pre-premiere 
will also be shown at the Akita Village 
Art Festival at Kamaitachi Museum, 
Tashiro (21.09). 

The project will also encompass the 
publication and promotion of the book 
“Broniś Piłsudski, or How to Become 
Famous in the Far East” (author: 
Katarzyna Nowak; translation into Jap-
anese: Miho Iwata; illustrations: Paulina 
Paździera). The Polish version of the 
book about the famous Polish eth-
nographer - Bronisław Piłsudski - was 
published in 2018 by Manggha Muse-
um of Japanese Art and Technology in 
Cracow. This year Manggha Museum is 
a key partner of the project “Indepen-
dent Without Borders: Poland in Japan” 
and its Deputy Director – Katarzyna 
Nowak will also visit Japan together 
with Amareya Theatre & Guests to 
lead a workshop and present a lecture 
on the extensive project devoted to 
Bronisław Piłsudski realized by Mangg-
ha Museum.   

We especially invite everyone interest-
ed to participate in the series of dance, 
theatre and drama workshops led by 
Polish artists and researchers that will 
take place in Sapporo and Tokyo. The 
detailed outline of the program is listed 
below. 

Through co-operating with Japanese 
artists and promoting the brother of 
Marshal Józef Piłsudski – Bronisław 
Piłsudski and his research on the Ainu, 
the project is part of the celebrations 
of the 100th anniversary of signing 
diplomatic agreements between Poland 
and Japan, celebrations of the 100th 
anniversary of Poland’s regaining inde-
pendence, priorities of Polish cultural 
policy aimed at promoting the image 
of Poland as a country that is particu-
larly concerned about cultural heritage 
and supporting indigenous ethnic 
minorities, as well as the priorities of 
Polish diplomacy for 2019.

The project involves a close cultural 
exchange between the people of Ainu 
and the Polish artistic community rep-
resented by dr Katarzyna Pastuszak, 
Amareya Theatre & Guests who have 
been implementing projects in co-op-
eration with Japanese partners for 
many years. Starting from critical eth-
nography, the implementation of the 
Polish-Japanese co-production “(Re)
verberations. Bridges Between Poland 
and Japan” aims to pay special respect 
for the Japanese and Ainu social and 
cultural contexts. The aim of this work 
is to preserve and disseminate the 
cultural heritage, decolonize ethnic 
minorities and strengthen the position 
of women by making their voice (narra-
tive) and subjectivity visible. 

The partnership of Amareya Theatre 
& Guests with CEMiPOS, Ainu Women 
Association Sapporo and Japanese 
institutions dealing with the issues of 
cultural heritage protection, decoloni-
sation and women’s empowerment is 
particularly important here.

authors from the publication Rodza-
ju żeńskiego. Antologia dramatów 
(Of Feminine Gender. Anthology, ed. 
dr hab. Agata Chałupnik, dr Agata 
Łuksza) and translated into Japanese 
and carried out by participants of the 
Drama Workshops + post-reading 
discussion and presentation of Agata 
Chałupnik about the Polish drama writ-
ten by Polish writers, Babylon Tokyo 
Theatre

5.10
19:00 – Performance presentation 
(Re)verberations. Bridges Between 
Poland and Japan ((Po)głosy. Pomosty 
między Polską i Japonią) + post-per-
formance discussion led by Shinichi 
Takeshige, Babylon Tokyo Theatre

6.10
11:00 – 13:00 – Interdisciplinary work-
shops for young audience – Broniś – 
or how to become famous in the Far 
East – workshops led by Katarzyna 
Nowak (Deputy Director - Manggha 
Museum of Japanese Art and Technol-
ogy in Cracow); workshops for children 
with parents and teenagers on the 
basis of the publication by Katarzyna 
Nowak about Bronisław Piłsudski and 
his research on Ainu translated into 
Japanese

14:00 – 15:00 – Bronisław Piłsudski – 
an extraordinary person and a famous 
researcher – lecture and presentation 
on the extensive project devoted to 
Bronisław Piłsudski and his research, 
Katarzyna Nowak (Deputy Director - 
Manggha Museum of Japanese Art 
and Technology in Cracow)

19:00 – Performance presentation (Re)
verberations. Bridges Between Poland 
and Japan ((Po)głosy. Pomosty między 
Polską i Japonią) + post-performance 
discussion led by Shinichi Takeshige, 
Babylon Tokyo Theatre

ーランドの作家によるポーランドの戯曲につい
てのAgata Chałupnik教授によるプレゼンテ
ーション
場所·小劇場東京バビロン
ワークショップリーダー：アガタ・チャルプニク
（ワルシャワ大学／ポーランド⽂化研究所、ポ
ーランド）

10月5日
19：00 – 公演「（残）響　ポーランドと⽇本
をつなぐもの(原題：(Po)głosy. Pomosty 
między Polską i Japonią)」+竹重伸⼀氏
の進⾏によるパフォーマンス後のディスカッシ
ョン
場所： 小劇場東京バビロン

10月6日
11：00 －13：00 – 学際的ワークショップ「ブ
ロニスワフ·ピウスツキ – または極東アジアで
有名になる方法」
指導： カタジナ・ノワク氏（漫画博物館 副館長 
クラクフ）；ブロニスワフ·ピウスツキと彼のアイ
ヌ研究に関するKatarzyna Nowak氏の出版
物に基づく子ども（保護者同伴）と10代の若者
向けワークショップ　（⽇本語通訳付き）

14：00 －15：00 – 「ブロニスワフ·ピウスツ
キ－類まれな⼈物、そして著名な研究者-ブロ
ニスワフ·ピウスツキと彼の研究に捧げられた
大プロジェクトについての講義とプレゼンテー
ション」
発表者： カタジナ・ノワク氏（漫画博物館 副館
長 クラクフ）

19:00 – 演「(残)響-ポーランドと⽇本をつな
ぐもの(原題： (Po)głosy. Pomosty między 
Polską i Japonią)」+竹重伸⼀氏の進⾏によ
るパフォーマンス後のディスカッション
場所：小劇場東京バビロン

PROJECT OUTLINE
 
17.09
18:00 – 21:00 – Dance and theatre 
workshop: Laboratory of body and 
movement – led by Amareya Theatre 
(Poland): Katarzyna Pastuszak (PhD), 
Aleksandra Śliwińska (PhD), Sapporo 
Freedom School

18.09
18:00 – 21:00 – Sound workshop: 
Tissues – Sounds – Resonances led by 
Natalia Chylińska (Poland), Sapporo 
Freedom School

21.09
Presentation of the pre-premiere of 
performance (Re)verberations. Bridges 
Between Poland and Japan ((Po)głosy. 
Pomosty między Polską i Japonią) at 
the Akita Village Art Festival 2019, 
Kamaitachi Museum, Tashiro

28.09
Premiere of performance (Re)verbera-
tions. Bridges Between Poland and Ja-
pan ((Po)głosy. Pomosty między Polską 
i Japonią), participation in rehearsals: 
the Organiser's team and Ainu Women 
Association members; Studio Concari-
no (Sapporo)

2–3.10
14:00 – 20:00 – Drama Classics' Back-
stage. Performative reading – drama 
workshops based on two plays written 
by Polish female authors and trans-
lated into Japanese, coming from the 
publication Rodzaju żeńskiego. Anto-
logia dramatów (Of Feminine Gender. 
Anthology, ed. dr hab. Agata Chałup-
nik). Workshop leader: dr hab. Agata 
Chałupnik, Babylon Tokyo Theatre

4.10
14:00 – 15:30 – Laboratory of body, 
movement and dance improvisation 
workshop: Polish physical theatre 
tradition and contemporaneity in the 
practice of Amareya Theatre (Poland) 
– dance/theatre workshop – led by 
Amareya Theatre (Poland): Katarzyna 
Pastuszak (PhD), Aleksandra Śliwińska 
(PhD), Babylon Tokyo Theatre

16:00–18:00 – Sound workshop: 
Tissues – Sounds – Resonances led 
by Natalia Chylińska (Poland), Babylon 
Tokyo Theatre

19:00 – Performative reading: Drama 
Classics' Backstage. Performative 
reading – performative reading of 
two plays written by Polish female 

プロジェクト予定
 
9月17日
18：00 – 21：00 – ダンスと演劇のワークショ
ップ： 「身体と動作の演習」
場所： さっぽろ⾃由学校「遊」
指導： アマレヤシアター＆ゲスツ（ポーランド）
：カタジナ·パスツジャ ク, アレクサンドラ·スリ
ヴィンスカ

9月18日
18：00 – 21：00 – 音のワークショップ：
「細胞組織-音声-共鳴」
場所： さっぽろ⾃由学校「遊」
指導： ナタリア・チリンスカ（ アマレヤシアタ
ー＆ゲスツ）

9月21日
初⽇公演前の発表「（残）響　ポーランドと⽇
本をつなぐもの(原題：(Po)głosy. Pomosty 
między Polską i Japonią)」
場所： 鎌鼬美術館（秋⽥県⽻後町⽥代）

9月28日
初⽇公演「（残）響　ポーランドと⽇本をつな
ぐもの(原題：(Po)głosy. Pomosty między 
Polską i Japonią)」
リハーサル参加：主催者チームとアイヌ⼥性会
議のメンバー
場所： ⽣活⽀援型⽂化施設コンカリーニョ
（札幌）

10月2日–3日
14:00 – 20:00 – 「古典演劇の舞台裏。多
様な読解・解釈」-Agata Chałupnik教授編
„Rodzaju żeńskiego”（「⼥性であること」）
からポーランド⼈⼥性作家たちにより創作さ
れ和訳された二つの戯曲に基づく演劇ワーク
ショップ
場所·小劇場東京バビロン
ワークショップリーダー： アガタ・チャルプニク
（ワルシャワ大学／ポーランド⽂化研究所、ポ
ーランド）

10月4日
14:00 – 15:30 – ダンスと演劇のワークショ
ップ： 「身体、動作、ダンスの即興についての演
習ワークショップ：アマレヤ劇団の実践におけ
るポーランドの身体的演劇の伝統と現代性-舞
踊/演劇ワークショップ」
場所： 小劇場東京バビロン
指導： アマレヤシアター＆ゲスツ（ポーランド）
：カタジナ·パスツジャ ク, アレクサンドラ·スリ
ヴィンスカ
16:00–18:00 – 音のワークショップ：「細胞
組織-音声-共鳴」
場所： 小劇場東京バビロン
指導： ナタリア・チリンスカ（ アマレヤシアタ
ー＆ゲスツ）

19:00 – 「古典演劇の舞台裏。多様な読解・
解釈」-Agata Chałupnik教授編„Rodzaju 
żeńskiego”（「⼥性であること」）からポーラン
ド⼈⼥性作家たちにより創作され和訳された
二つの戯曲に基づく演劇ワークショップと参
加者による上演+読後のディスカッションとポ

プロジェクトパートナ
ーと共同主催者
CEMIPOS;  '環境とマイノリティ政策研究セ
ンターアイヌ⼥性会議（ 札幌）, Hijikata Tat-
sumi Archive 慶応義塾 大学アート・センター
（東京）、小劇場東京バビ ロン、アイヌ⽂化交
流センター（サッポロピリカ コタン）（札幌）、さ
っぽろ⾃由学校「遊」、NPO 法⼈コンカリーニ
ョ（札幌）、ＮＰＯ法⼈鎌鼬（ 秋⽥）、⽇本美術・
技術博物館 Manggha（ポ ーランド・クラクフ
市）、ワルシャワ大学ポーラン ド⽂化研究所

マスメディア後援者
TVP Kultura, Radio Gdańsk, Magazyn 
Torii, Japonia Online

マスメディア提携社
北海道テレビ放送株式会社（HTB）、
北海道新聞、読売新聞、Dance Cafe, 
taniecpolska.pl

スペシャルサンクス
（特別協⼒者）

丸山博室蘭工業大学名誉教授（環境とマイノ 
リティ政策研究センター代表、札幌）、多原良 
子様（アイヌ⼥性会議代表·札幌アイヌ協会副 
会長、札幌）、森下隆先⽣（土方アーカイブ、
慶 應義塾大学アート·センター、東京）、竹重伸
⼀ 様、羊屋白玉様、斎藤ちず (コンカリーニョ、
小泉雅弘様(さっぽろ⾃由学校「遊」)、清水真
琴様、吉村卓也様、⽥中真澄様

本企画は、ポーランド⽂化・国家遺産省の
後援による多年度プログラム「ポーランド独
⽴回復１００周年記念・INDEPENDENT 
2017–2022」において、アダム・ミツキェヴィ
ッチ・インスティチュート(Adam Mickiewicz 
Institute) が実施する「⽂化の橋助成事業」の
⼀環として実施されています。

Partners and 
co-organisers of 
the project
Ainu Women's Association (Sapporo), 
Centre for Environmental and Minority 
Policy Studies (Sapporo), Hijikata 
Tatsumi Archive – Keio University Art 
Centre (Tokio), Tokyo Babylon Theatre, 
Pirka Kotan Ainu Cultural Centre 
Sapporo (Sapporo), Sapporo Freedom 
School (Sapporo), Studio Concarino 
(Sapporo), Kamaitachi NPO (Akita),  
Manggha Museum of Japanese Art 
and Technology in Cracow), Warsaw 
University – Institute of Polish Culture    

Media patronage
TVP Kultura, Radio Gdańsk, Magazyn 
Torii, Japonia Online

Media partners
Hokkaido Television Broadcasting Co. 
Ltd., Hokkaido Shimbun Press, Yomiuri 
Shimbun, Dance Cafe, taniecpolska.pl 

Special thanks to
prof. Hiroshi Maruyama (CEMiPOS, 
Sapporo), Ryoko Tahara (Ainu Women 
Association, Sapporo), prof. Morishita 
Takashi (Hijikata Archive, KUAC Tokyo), 
Shinichi Takeshige, Shirotama Hitsujiya, 
Chizu Saito (Concarino), Masahiro 
Koizumi (Sapporo Freedom School), 
Makoto Shimizu, Takuya Yoshimura, 
Masumi Tanaka.



 「 Re）
ververrations(残)響 
, ポーランドと⽇本に架
ける橋 」
アマレヤシアター＆ゲスツ

演出: カタルジーナ·パスツジャク
振付: カタルジーナ·パスツジャク
出演: ナラキキミコ、フジオカリョウコ、サイトウ
ヨシコ、コヤマヨウコ、カタジナ·パスツジャク、
ナタリア·チリンスカ、アレクサンドラ·スリヴィン
スカ、マツダイラツグミ
音楽： ナタリア・チリンスカ
伝統的な歌唱： ナタリア・チリンスカ
制作： アマレヤシアター（アマレヤアート協会）
、アイヌ⼥性会議（札幌）、CEMiPOS – 環境と
マイノリティ民族政策研究センター（札幌）
初演: 札幌2019.9.28, 東京2019.10.5–6 

いまだに響いている音として理解されている残響は、
歌や更にはアイデンティティーの意味で源泉といえ
る⽂化に残存しているものを捉える瞬間になります。
ポーランドと⽇本の伝統の接点は何でしょう ： 声や
歌は、⾃分⾃身の⽂化と他者の⽂化両者を結びつけ
る最も親密なコミュニケーションの形式であるとわ
かるかもしれません。
『（Re）ververrations(残)響 , ポーランドと⽇本に
架ける橋』は、アマレヤシアター&ゲスツ（ポーランド）
、と⽇本側のパートナー、丸山博室蘭工業大学名誉
教授が代表を務める環境とマイノリティ政策研究セ
ンター（札幌）との新しいポーランドと⽇本の共同制
作です。そして札幌出身のアイヌ⼈アーティスト及び
2017年に設⽴された札幌のアイヌ⼥性会議の周辺
に集まった⼥性たちとアマレヤシアター&ゲスツの協
⼒も継続しています。
公演は、北海道に住むアイヌの⼈々の歴史と⽂化
に触発されています。ポーランドとアイヌの間の橋
は、20世紀の初めにポーランドの民族学者 - ユゼ
フ・ピウスツキ元帥の兄、ブロニスワフ・ピウスツキに
よって作られました。ブロニスワフ・ピウスツキは、彼
の科学的情熱と⼼をアイヌに捧げました。 1902年
から1922年の間に、彼は北海道とサハリンに住むア
イヌの⽂化と習慣を学び、サハリンの部族出身のアイ
ヌ⼥性と結婚しました。アヌの習慣や⽣活についての
多くのメモに加えて、ブロニスワフ・ピウスツキは、ア
イヌの音楽と⾔語を蓄音機に録音することに成功し
ました。このポーランドの民族学者の豊かな成果は、
ポーランドと⽇本の芸術家（現在活躍しているアイヌ
の芸術家を含む）に、祖先の記憶、特に⼥性たちの記
憶の現れについて考えるよう刺激しました。
公演は、⼥性の物語であることまた音楽の層におい
てもポーランドと⽇本の⽂化の間に架け橋を築くこ
とを想定しています。特徴的なのは、ナタリア・チリン
スカによって上演される白い声の技術を使って歌わ
れるポーランドの歌と並置される形で、伝統的なアイ
ヌの楽器の伴奏と共に古くかつ新しいアレンジで歌
われる伝統的なアイヌの歌です。

 子どもと10代の若
者を対象とした創造的
ワークショップ「ブロニ
スワフ・ピウスツキ-ま
たは、どのように極東で
有名になるか」 
 
ワークショップリーダー： カタジナ・ノヴァク、
⽇本美術技術博物館“マンガ”館（ポーランド・
クラクフ市）
⽇付： 2019.10.6
時間： 11:00〜13：00
場所： シアター・バビロンの流れのほとりにて

⼊場無料ブロニスワフ・ピウスツキについての本と紙
芝居（⽊枠の中の絵画、筋を作るイラストを⾒せなが
ら⾏う）に基づいてアイヌ⽂化に触発された子供たち
のためのワークショップ。そのシナリオは、カタジナ・
ノワクによって書かれた上記の本に基づきます -「ブ
ロニスワフ・ピウスツキ-または、どのように極東で有
名になるか」（著者：アガタ・チャルプニク、和訳：岩⽥
美保、イラスト：パウリナ・パジジェラ）。ワークショッ
プ中に、子供たちと作者は、織物と装身具を使った民
俗工芸に基づいて彼ら⾃身の⼿工芸品を作り、それ
は上演で使われます。

 「 ブロニスワフ·ピウ
スツキ-驚くべき⼈物で
あり著名な研究者 」
講演 
 
⽇付： 2019.10.6
時間： 14:00 〜 15:00
場所： シアター・バビロンの流れのほとりにて
ブロニスワフ·ピウスツキに捧げられ、クラクフ
の漫画博物館によって実現された広範囲なプ
ロジェクトの発表。

発表者： カタジナ·ノワク氏（漫画博物館 副館
長 クラクフ）

 「組織 – 音 – 共鳴」 
サウンドワークショップ
ワークショップリーダー:ナタリア・チリンスカ
（ポーランド）
⽇付: 2019.09.18, 時間 :18:00〜21:00, 
場所: さっぽろ⾃由学校「遊」
⽇付: 2019.10.4, 時間 :16:00〜18:00, 
場所: シアター・バビロンの流れのほとりにて、
東京

サウンドスタディやサウンドアートで使われているテ
クニックを使って、参加者は⾃分たちが住んでいる⾵
景の音の層を発⾒することになるでしょう。音の⾵景
は、私たちが住んでいて私たちがその⼀部である⽣
態系にどのように共鳴するでしょう ： そして、私たち
はそのような音の⾵景の中でどのように共鳴するで
しょう ： ⾃然な環境とはどのようなものでしょう ： 
私たちは、音響⼈類学、記録、そしてサウンドアート
の狭間でこれらの質問に答えます。ワークショップで
は、ディープリスニングテクニックとフィールドレコー
ディングを使います。私たちは、音の絵葉書の形でポ
ーランドと⽇本の間の音の往復書簡を始めます。

 「ブロニスワフ・ピウ
スツキ-または、どのよ
うに極東で有名になる
か」 Book
 
著者： カタジナ・ノヴァク
和訳： 岩⽥美保
イラスト： パウリナ・パジジェラ
編集校正: 森川明⽊

偉大で類まれなポーランド⼈民族学者ブロニスワ
フ・ピウスツキの⽇本における最初の子ども向けの
本。この本は本プロジェクトの⼀環で⽇本において配
布される予定です。この本で用いられる⾔葉は明確
で全ての年代を対象とし、漫画から着想を得た興味
深く面白いイラスト付きです。ブロニスワフ・ピウスツ
キの⼈間像を宣伝するために重要な教育的役割を
担う本であり、その内容と形は出版物としての重要
性を仕⽴てるものです。クラクフ市のマンガ博物館で
出版されたポーランド語版の広報宣伝はクラクフ市
子ども向け⽂学フェスティバルですでに⾏われてお
り、若者や大⼈の来客者の間で大きな関⼼を呼び起
こしました。

ブロニスワフ・ピョート
ル・ピウスツキ（1866
年 ― 1918年）
 
ポーランドの流刑者、民俗学者、芸術収集家。
東アジアの民族・⽂化に従事。主に樺太アイ
ヌ、後に北海道に住むアイヌを調査。アイヌの
物質・精神⽂化が今⽇までこんなにも豊富な
資料を持って受け継がれてきたのは、ブロニス
ワフ・ピウスツキの学術業績に多大なる恩恵を
被っている。ポーランドの国民的英雄であるユ
ゼフの兄。

 「身体、ムーブメン
ト、即興ダンスの実験
室：アマレヤシアター（
ポーランド）の実践に
おけるポーランドのフィ
ジカルシアターの伝統
と同時代性 」
ダンス/演劇ワークショ
ップ
 
ワークショップリーダー: カタジナ·パスツジャ
ク、アレクサンドラ·スリヴィンスカ
⽇付: 2019.09.17, 時間 : 18:00〜21:00, 
場所 : さっぽろ⾃由学校「遊」
⽇付: 2019.10.4, 時間 :14:00〜15:30, 
場所: シアター・バビロンの流れのほとりに
て、東京

内容: このワークショップは、最近22年間のダンス/
演劇の実践からカタジナ・パスツジャクとアレクサン
ドラ・スリヴィンスカによって発展された統合的なボ
ディ/マインドメソッドに基づいています。ワークショ
ップでは、コンテンポラリーダンスとフィジカルシア
ターのテクニックの要素を使います。ワークショップ
は、特に即興ダンス/ムーブメントや構成のワークに
参加することに興味を持っている方々に焦点を当て
ていますが、ンスと⼼で動くことを通して表現したい
と思う⼈は誰でも参加できます。即興の訓練では、ム
ーブメント、テキスト、呼吸、空間をつなぐ様々な方法
で多くのことをします。ワークショップは、教育と創造
のための⽇々の演劇プログラムにおける参加者の表
現視野と身体の使用範囲を広げるでしょう。また参
加者が身体的なプレゼンスを強め、彼らの創造性と
⼼身の意識を広げて限界を超え、パフォーマンスと
即興の技術、そして共同作業の能⼒を伸ばすのを助
けるでしょう。

 「古典戯曲の舞台
裏。リーディング公演 」 
戯曲ワークショップ
 
 
ワークショップリーダー:アガタ・チャルプニク
（ワルシャワ大学／ポーランド⽂化研究所、ポ
ーランド）     
⽇付: 2019.10.2–3
時間: 14:00〜20:00
場所: シアター·バビロンの流れのほとりにて
公開リーディング公演 ： 2019年10⽉4⽇19
時、場所： シアター・バビロンの流れのほとり
にて
参加費無料

「古典戯曲の舞台裏。リーディング公演」 - 
『Rodzaju żeńskiego』『⼥性性について.戯曲集』
(アガタ・チャルプ二ク編集, 博士編) という書物から
取り上げられるポーランドの⼥性によって書かれ、
⽇本語に翻訳された2つの劇に基づいた戯曲ワーク
ショップ。

このワークショップでは、参加者は、ヨーロッパとポ
ーランドの⽂学、そして⽇本の⽂学において⽂学的
な規範がどのように構成されているかを⾒ていきま
す。アガタ・チャルプニクと共に参加者は、そこに同様
の排除のメカニズムが働いているかどうか、規範に
性差があるかどうか、そして⼥性のスタイルの特徴や
ドラマトゥルギーの構造を⽰すことが可能かどうか
を考えます。私たちは、ポーランドと⽇本の劇作家に
よって取り上げられた主題を⽐較します。ワークショ
ップの出発点は、２つの戯曲-ノラ・スチェパンスカに
よる 『Kucharki』（料理⼈たち）とクリスティナ・ウニ
エコウスカによる『Płyty』（ビニール）についての議
論です。最初のテキストは、台所と寝室の観点からヨ
ーロッパの戯曲（「『アンティゴネー』、『ハムレット』と
『ゴドーを待ちながら』）の規範を書き換えます。⼀
方、2番⽬のテキストは、トラウマの話を語ることを可
能にするメタファーの探求です。この形式で特別に⼥
性的なものはあるでしょうか ： 特別に⼥性的な形式
とは⽇本では何を意味しているでしょう：またポーラ
ンドでは何を意味しているでしょう ： ワークショップ
の締めは、ワークショップの参加者と共に⾏う２か国
語によるリーディング公演になります。このワークシ
ョップは、2020年に計画されているプロジェクトの
最初の部分であり、その中には、⽇本⼈アーティスト
が演出するポーランドの⼥性作家による3つの戯曲
の⽇本での上演が含まれます。

“(Re)verberations. 
Bridges Between 
Poland and Japan”
Amareya Theatre & Guests (PL)

Direction: Katarzyna Pastuszak
Choreography: Katarzyna Pastuszak
Performance: Kimiko Naraki, Ryoko 
Fujioka, Yoshiko Saito, Yohko Koyama, 
Katarzyna Pastuszak, 
Natalia Chylińska, Aleksandra Śliwińska, 
Tsugumi Matsudaira
Music: Natalia Chylińska
Traditional singing: Natalia Chylińska
Production: Amareya Theatre 
(Amareya Art Association), Ainu 
Women Association (Sapporo), 
CEMiPOS – Centre for Environmental 
and Minority Policy Studies (Sapporo)
Premiere: 28.09.2019 Sapporo, 
5–6.10.2019 Tokyo

The reverb – understood as a sound that 
still resounds, becomes a moment of cap-
turing what is left of the song, and further 
– of the culture that is the source of the 
sense of identity. What are the points of 
contact between the Polish and Japanese 
tradition? A voice or a song may turn out to 
be the closest form of communication with 
both one's own and somebody's culture. 
“(Re)verberations. Bridges Between Poland 
and Japan” is new Polish-Japanese co-pro-
duction of Amareya Theatre & Guests 
(PL) and Japanese partner – Centre for 
Environmental and Minority Policy Studies 
(Sapporo) represented by prof. Hiroshi 
Maruyama. It is also a continuation of the 
co-operation of Amareya Theatre & Guests 
with Ainu artists from Sapporo and Ainu 
women gathered around the Ainu Women 
Association in Sapporo, which was initiated 
in 2017. The performance is inspired by the 
history and culture of the Ainu people living 
in Hokkaido. The bridge between Poland 
and the Ainu was built at the beginning of 
the 20th century by a Polish ethnographer 
– Bronisław Piłsudski, brother of general 
Józef Piłsudski. Bronisław Piłsudski dedi-
cated his scientific passion and heart to the 
Ainu. Between 1902-1922, he studied the 
culture and customs of Ainu from Hokkaido 
and Sakhalin, and married an Ainu woman 
from the tribe in Sakhalin. In addition to 
many notes on the customs and life of the 
Ainu, Bronisław Piłsudski also managed to 
record Ainu music and the language on 
phonographic rolls. The rich output of the 
Polish ethnographer provoked artists from 
Poland and Japan (including currently active 
Ainu artists) to reflect on the phenomenon 
of the memory of ancestors, and in particu-
lar the memory of women. The performance 
assumes building bridges between Polish 
and Japanese culture on the level of women 
stories and also in the musical layer. The 
performance will feature traditional Ainu 
songs in old and new arrangements accom-
panied by traditional Ainu instruments and 
juxtaposed with Polish songs sung using 
white voice technique performed by Natalia 
Chylińska.

“Bronisław Piłsudski 
– or How to Become 
Famous”
Creative workshop 
for children and 
teenagers
  
Workshop leader: Katarzyna Nowak 
– Museum of Japanese Art and 
Technology – 
Manggha (Cracow, Poland)
Date: 6.10.2019
Time: 11:00 – 13:00
Place: Babylon Tokyo Theatre

Workshops for children inspired by Ainu 
culture on the basis of a book about Bro-
nisław Piłsudski and Kamishibai theatre (a 
picture theatre in a wooden box, used to 
present illustrations that create the plot), 
the scenario of which will be based on the 
book “Broniś Piłsudski, or How to Become 
Famous in the Far East” (author: Katarzyna 
Nowak; translation into Japanese: Miho Iwa-
ta; illustrations: Paulina Paździera). During 
the classes, children and the author will 
create their own handicraft, which will be 
used during the show, based on folklore art, 
using fabrics and jewellery.

“Bronisław Piłsudski 
– an Amazing Person 
and a Famous 
Researcher” 
Lecture 
  
Date: 2019.10.6
Time: 14:00 – 15:00
Lecturer: Katarzyna Nowak 
(Deputy Director - Manggha 
Museum of Japanese Art and 
Technology in Cracow)

Presentation of an extensive project 
dedicated to Bronisław Piłsudski and 
realized by Manggha Museum of 
Japanese Art and Technology 
in Cracow.

“Tissues – Sounds – 
Resonances”
Sound workshop
 
Workshop leader: Natalia Chylińska 
(Poland)
Date: 18.09 (Sapporo), 
Time: 18:00 – 21:00, Place: Sapporo 
Freedom School, Sapporo
Date: 4.10.2019 (Tokyo), Time: 
16:00 – 18:00, Place: Babylon Tokyo 
Theatre, Tokyo 

Using techniques used in sound studies 
and sound art, participants will discover the 
sound layer of the landscape they live in. 
How does the sound landscape resonate in 
the ecosystem in which we live and of which 
we are part? And how do we resonate in 
such a sounding landscape? What is the 
natural environment? We will answer these 
questions – between sound anthropology, 
documentation and sound art. In the work-
shop we will use deep listening techniques 
and field recording. We will start sound 
correspondence between Poland and Japan 
in the form of sound postcards.

“Broniś Piłsudski, or 
How to Become Fa-
mous in the Far East” 
Book 
 
Author: Katarzyna Nowak 
Translation into Japanese: Miho Iwata 
Illustrations: Paulina Paździera

The first book for children in Japan about 
a great and extraordinary man - Polish 
ethnographer Bronisław Piłsudski. The 
publishing is part of the celebrations of the 
centenary of the death of Bronisław Piłsud-
ski and the centenary of Poland regaining 
its independence. The language of the 
publication is light, clear and accessible for 
audiences of all ages and are supplement-
ed by interesting and funny illustrations 
inspired by manga. The content and form 
make up an important publication, whose 
educational role in promoting the figure of 
Bronisław Piłsudski is extremely important. 
The promotion of the Polish version of the 
book published by Manngha Museum Cra-
cow, took place during Children's Literature 
Festival in Cracow and aroused great inter-
est among younger and older audiences.

Bronisław Piotr 
Piłsudski 
(1866 – 1918)
 
Polish exile, ethnographer, art collector, 
interested in the peoples and cultures 
of the Far East, mainly the Ainu people 
that he lived with, observed and re-
searched in Sakhalin, and later on Hok-
kaido. To a large extent, thanks to the 
scientific activity of Bronisław Piłsuds-
ki, the material and spiritual culture of 
the Ainu could survive to this day in its 
rich form. The older brother of Józef, a 
Polish national hero.

“Laboratory of body, 
movement and dance 
improvisation: Polish 
physical theatre 
tradition and contem-
poraneity in the prac-
tice of the Amareya 
Theatre (Poland)”
Dance/theatre 
workshop
 
Workshop leaders: Katarzyna 
Pastuszak, Aleksandra Śliwińska
Date: 17.09 (Sapporo), Time: 
18:00 – 21:00, Place: Sapporo 
Freedom School, Sapporo
Date: 4.10.2019 (Tokyo), Time: 
14:00 – 15:30, Place: Babylon Tokyo 
Theatre, Tokyo 

Content: the workshop is based on the 
integrative body/mind method developed 
by Katarzyna Pastuszak (PhD) and Alek-
sandra Śliwińska (PhD) during the last 22 
years of their dance/theatre practice. The 
workshop uses elements of contemporary 
dance and physical theatre techniques. The 
workshop is especially focused on partici-
pants interested in joining dance/movement 
improvisation and composition class but it 
is open to everyone who wants to express 
through dance and move with mindfulness. 
In the improvisation tasks we will work a lot 
with different ways of connecting move-
ment, text, breath and space. The workshop 
will broaden participants' scope of expres-
sion and range of using the body in the 
daily programme of drama for education 
and creation. The workshop will also help 
participants develop powerful presence, 
broaden their creativity and psycho-somatic 
awareness, trespass boundaries, develop 
performative and improvisation skills as well 
as abilities of partnering work.

“Drama Classics' 
Backstage. 
Performative reading”
Drama workshop
 
Workshop leader: dr hab. Agata 
Chałupnik (Warsaw University/Institute 
of Polish Culture, Poland)
Date: 2–3.10.2019
Time: 14:00 – 20:00
Place: Babylon Tokyo Theatre
Date of performative reading open 
to the public: 4.10.2019, time: 19.00, 
Place: Babylon Tokyo Theatre

“Drama Classics' Backstage. Performative 
reading” - drama workshops based on 
two plays written by Polish female authors 
and translated into Japanese by Tomomi 
Splisgart and Miho Iwata, coming from the 
publication “Rodzaju żeńskiego. Antologia 
dramatu” (Of Feminine Gender. Antholo-
gy, ed. dr hab. Agata Chałupnik, dr Agata 
Łuksza).

During the workshop, participants will look 
at how the literary canon is constructed - 
both in European and Polish literature, as 
well as in Japanese literature. Together with 
Agata Chałupnik, workshop participants will 
reflect on whether similar mechanisms of 
exclusion work here, whether the canon has 
gender, whether it is possible to indicate the 
characteristic features of women's style and 
construction of dramaturgy, we will com-
pare the subject matter taken up by Polish 
and Japanese playwrights. The starting 
point of the workshop will be a discussion 
about two plays - “Kucharki” (The Cooks) 
by Nora Szczepańska and “Płyty” (Vinyls) 
by Krystyna Uniechowska. The first text 
rewrites the canon of the European drama 
(“Antigone”, “Hamlet” and “Waiting for 
Godot”) from the perspective of the kitchen 
and bedroom. The second text, on the 
other hand, is a search for a metaphor that 
could enable one to tell the story of trauma. 
Is there anything specifically feminine in this 
form? What would a specifically feminine 
form mean in Japan, and what would it 
mean in Poland? The result of the workshop 
will be a bilingual performative reading with 
the participants of the workshop. The work-
shop is the first part of a project planned 
for 2020, within which three dramas by 
Polish women authors directed by Japanese 
artists will be staged in Japan.

札幌と東京のワークシ
ョップ、講義、そして公
演の予約についてはこ
ちらにご連絡ください。
札幌のワークショップ、講義、公演:
英語対応の予約先
amareya.theatre@gmail.com
⽇本語対応の予約先
hiroshi.maruyama0401@gmail.com
東京のワークショップ、講義、公演:
英語対応の予約先
amareya.theatre@gmail.com
⽇本語対応の予約先
email@tokyobabylon.org
⽇本語&英語対応の予約先
kafka3332@gmail.com 
(Japanese/English – TOKYO)

その他関連情報
はこちら
www.facebook.com/amareyatheatre
www.independentinjapan.blogspot.com
www.concarino.or.jp
www.sapporoyu.org
www.tokyobabylon.org

Registration and 
reservation for 
workshops, lectures 
and performances
(SAPPORO and TOKYO) 

amareya.theatre@gmail.com 
(English – SAPPORO and TOKYO) 
hiroshi.maruyama0401@gmail.com 
(Japanese – SAPPORO)
email@tokyobabylon.org 
(Japanese – TOKYO)
kafka3332@gmail.com 
(Japanese/English – TOKYO)

More information
www.facebook.com/amareyatheatre 
www.independentinjapan.blogspot.com 
www.concarino.or.jp
www.sapporoyu.org
www.tokyobabylon.org


