
 

 

 

 

 

 

2016
あうるすぽっと
※会場地図は
内容︓
13︓
         

14︓

15︓
※研究会終了後、

 
＜研究発表＞
「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」

2020
基⾦はアジアセンターを設⽴し（
ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇
公演も予定
から
援の現場を紹介する。
 
＜研究トピック＞
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
岸本匡史（あうるすぽっと
 演劇や音楽会等のライブパフォーマンスを鑑賞する時に、
じ感動を味わえる
保有設備である骨伝導ヘッド
と協⼒して、⼿話や貸し出し台本、
具体的な内容と実践例について報告する。
 
＜企画内容＞
「劇場・音楽堂等の最新動向

施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、
新築計画が全国各地で進められてい
いは多様
巻く最新動向と先進的な事例の紹介をシリーズで⾏う
について紹介する

2016 年 11
あうるすぽっと

会場地図は裏⾯
内容︓ 

︓30〜14
         

︓10〜14

︓00〜16
※研究会終了後、

＜研究発表＞ 
「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」

2020 年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
基⾦はアジアセンターを設⽴し（
ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇
公演も予定 されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、

ら 4 年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀
援の現場を紹介する。

＜研究トピック＞
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
岸本匡史（あうるすぽっと

演劇や音楽会等のライブパフォーマンスを鑑賞する時に、
じ感動を味わえる
保有設備である骨伝導ヘッド
と協⼒して、⼿話や貸し出し台本、
具体的な内容と実践例について報告する。

＜企画内容＞ 
劇場・音楽堂等の最新動向
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

新築計画が全国各地で進められてい
いは多様な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている
巻く最新動向と先進的な事例の紹介をシリーズで⾏う
について紹介する

11 月 20 ⽇（⽇
あうるすぽっと（豊島区⽴舞台芸術交流センター）会議室

裏⾯を参照ください。

14︓10 研究発表
          「

14︓50 研究トピック
「あうるすぽっとと

16︓30 企画「劇場・音楽堂等の最新動向」
※研究会終了後、懇親会

 
「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
基⾦はアジアセンターを設⽴し（
ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇

されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、
年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀

援の現場を紹介する。 

＜研究トピック＞「あうるすぽっとと
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
岸本匡史（あうるすぽっと

演劇や音楽会等のライブパフォーマンスを鑑賞する時に、
じ感動を味わえる ようにするためのサポートを「観劇サポート」という。今回会場となるあうるすぽっとでは、
保有設備である骨伝導ヘッド
と協⼒して、⼿話や貸し出し台本、
具体的な内容と実践例について報告する。

 
劇場・音楽堂等の最新動向
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

新築計画が全国各地で進められてい
な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている

巻く最新動向と先進的な事例の紹介をシリーズで⾏う
について紹介する。 

⽇（⽇）13:3
（豊島区⽴舞台芸術交流センター）会議室
を参照ください。 

研究発表  
「国際芸術交流の現場から

――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み
研究トピック
「あうるすぽっとと
企画「劇場・音楽堂等の最新動向」

懇親会を開催 

「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
基⾦はアジアセンターを設⽴し（2014
ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇

されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、
年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀

「あうるすぽっとと
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
岸本匡史（あうるすぽっと 制作部） 

演劇や音楽会等のライブパフォーマンスを鑑賞する時に、
ようにするためのサポートを「観劇サポート」という。今回会場となるあうるすぽっとでは、

保有設備である骨伝導ヘッド ホン、磁気ループなどの機器等を活かし、観劇サポートを⾏っている。また、
と協⼒して、⼿話や貸し出し台本、 音声ガイドなど、より多様な観客を迎える取り組みを実施しており
具体的な内容と実践例について報告する。

劇場・音楽堂等の最新動向」伊東正示（株式
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

新築計画が全国各地で進められている。また、運営主体や専門家の登⽤、市⺠参加といった組織の在り⽅、ある
な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている

巻く最新動向と先進的な事例の紹介をシリーズで⾏う

⽇本アートマネジメント学会
13:30〜

（豊島区⽴舞台芸術交流センター）会議室

 
国際芸術交流の現場から
――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み

研究トピック 
「あうるすぽっとと TA
企画「劇場・音楽堂等の最新動向」

「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
2014 年）、東南アジアとの交流に⼀層⼒を注いでいる。また

ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇

されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、
年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀

「あうるすぽっとと TA-net の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について」
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

 
演劇や音楽会等のライブパフォーマンスを鑑賞する時に、

ようにするためのサポートを「観劇サポート」という。今回会場となるあうるすぽっとでは、
ホン、磁気ループなどの機器等を活かし、観劇サポートを⾏っている。また、

音声ガイドなど、より多様な観客を迎える取り組みを実施しており
具体的な内容と実践例について報告する。 

」伊東正示（株式会社シアターワークショップ代表取締役）
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

。また、運営主体や専門家の登⽤、市⺠参加といった組織の在り⽅、ある
な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている

巻く最新動向と先進的な事例の紹介をシリーズで⾏う

⽇本アートマネジメント学会

 

〜16:30 
（豊島区⽴舞台芸術交流センター）会議室

国際芸術交流の現場から 
――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み

TA-net の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について
企画「劇場・音楽堂等の最新動向」

「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」
谷地田未緒（東京芸術大学国際芸術創造研究科

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
年）、東南アジアとの交流に⼀層⼒を注いでいる。また

ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇

されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、
年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀

の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について」
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

演劇や音楽会等のライブパフォーマンスを鑑賞する時に、 
ようにするためのサポートを「観劇サポート」という。今回会場となるあうるすぽっとでは、

ホン、磁気ループなどの機器等を活かし、観劇サポートを⾏っている。また、
音声ガイドなど、より多様な観客を迎える取り組みを実施しており

会社シアターワークショップ代表取締役）
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

。また、運営主体や専門家の登⽤、市⺠参加といった組織の在り⽅、ある
な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている

巻く最新動向と先進的な事例の紹介をシリーズで⾏う。その第⼀弾として、劇場・音楽堂等の建設に関わる状況

⽇本アートマネジメント学会
 

（豊島区⽴舞台芸術交流センター）会議室 B2 

――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み

の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について
企画「劇場・音楽堂等の最新動向」 

「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」
谷地田未緒（東京芸術大学国際芸術創造研究科

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
年）、東南アジアとの交流に⼀層⼒を注いでいる。また

ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇

されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、
年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀

の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について」
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

 障害のあるなしを越えて様々な人が同じ場所で同
ようにするためのサポートを「観劇サポート」という。今回会場となるあうるすぽっとでは、

ホン、磁気ループなどの機器等を活かし、観劇サポートを⾏っている。また、
音声ガイドなど、より多様な観客を迎える取り組みを実施しており

会社シアターワークショップ代表取締役）
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

。また、運営主体や専門家の登⽤、市⺠参加といった組織の在り⽅、ある
な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている

第⼀弾として、劇場・音楽堂等の建設に関わる状況

⽇本アートマネジメント学会
 

――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み

の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について

「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」
谷地田未緒（東京芸術大学国際芸術創造研究科

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
年）、東南アジアとの交流に⼀層⼒を注いでいる。また

ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇

されている。こうした⾸都圏における芸術運営の国際化を理解する⼀助として、
年半勤めた国際交流基⾦クアラルンプール⽇本⽂化センター⽂化事業部の取り組みを題材に、国際芸術⽀

の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について」
萩原昌⼦（特定非営利活動法⼈シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)

障害のあるなしを越えて様々な人が同じ場所で同
ようにするためのサポートを「観劇サポート」という。今回会場となるあうるすぽっとでは、

ホン、磁気ループなどの機器等を活かし、観劇サポートを⾏っている。また、
音声ガイドなど、より多様な観客を迎える取り組みを実施しており

会社シアターワークショップ代表取締役）
施設の⽼朽化、客席天井の落下防⽌対策、最新技術の導⼊など、様々な要因から劇場・音楽堂等の改修や改築、

。また、運営主体や専門家の登⽤、市⺠参加といった組織の在り⽅、ある
な事業展開など管理運営⾯においても新たな動きが次々と現れている。そうした⽇本の⽂

第⼀弾として、劇場・音楽堂等の建設に関わる状況

⽇本アートマネジメント学会 

――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み

の連携、協⼒による観劇サポートの実践例について

「国際芸術交流の現場から――クアラルンプール⽇本⽂化センターの事業運営とアーカイブの試み」
谷地田未緒（東京芸術大学国際芸術創造研究科

年の東京オリンピックに向け⽂化⽀援にも国際性や社会包摂へのニーズが⾼まっている現在、国際交流
年）、東南アジアとの交流に⼀層⼒を注いでいる。また 2016

ティバル・トーキョー、東京国際映画祭、横浜美術館、さいたまトリエンナーレ、瀬⼾内国際芸術祭など多様な
機会にマレーシアのアーティストが招へいされており、１２⽉にはアジア⼥性舞台芸術会議主催による現代演劇
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