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２０１４年度日本演劇学会全国大会のご案内

大会テーマ 東アジア演劇の伝統と西洋受容

１９９４年秋期大会以来、２０年ぶりに摂南大学で演劇学会全国大会を開くことになり

ました。前回は一教室で間に合う規模でしたが、今回は三教室で分科会・セッションを行

なう規模となりました。演劇学会が大きく発展していることがわかります。

大会テーマに沿う特別講演を二本立て、講師の先生から深く十分に問題提起していただ

きます。初の試みとして英語で討論する分科会も置きました。中国・韓国から報告者を招

き、公募の日本人研究者とあわせて日・中・韓の討論の場が成り立つことになりました。

今大会では、大阪地区の大会として、社会的に広く注目されている文楽助成金削減問題

のセッションもおこない、演劇研究者としてのアプローチも試みます。意欲的な個別報告

などと合わせて、魅力的な大会プログラムになったのではないでしょうか。

２０年前と異なり、摂南大学には現在は一人しか演劇学会会員がいません。学会本部か

らの強い要請で大会をお引き受けしましたが、このため大会参加費などの事前振込制を実

施することにしました。他学会ではすでに行われていますが、演劇学会では初めてで、と

まどわれる会員も多いと思います。会員の皆様のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

会員の皆様のご支持により、今大会が成功を収めることを、願ってやみません。

日時 2014年 6月 14日(土)、15日(14日午前 9時半受付開始)
会場 摂南大学寝屋川キャンパス(〒 572-8508 大阪府寝屋川市池田中町 17-8)

大会参加費 １５００円(二日分)

懇親会費(14日) ４５００円

★１４日(土)は、大学食堂・売店が営業しておりますので、そちらをご利用ください。１

５日(日)は、食堂・売店とも営業せず、大学周辺には食堂もあまりありませんので、弁当

(800円)をお申し込みください。
★大阪府内には数多くのホテル・宿泊施設があるため、宿泊のあっせんはいたしません。

★同封の出欠確認ハガキに必要事項をご記入のうえ、６月２日(月)までにご投函ください。

★大会参加費、懇親会費、弁当代(15 日)は同封の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、
６月２日(月)までにお振り込みください。非会員で大会参加を希望する方は実行委員会に

お問い合わせください。

★お問い合わせ先

２０１４年度大会実行委員会(瀬戸宏)

〒 572-8508 大阪府寝屋川市池田中町 17-8 摂南大学外国語学部瀬戸宏研究室気付

メール：ir8h-st@asahi-net.or.jp 電話:072-839-9234(研究室直通)
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２０１４年度日本演劇学会全国大会プログラム

★分科会・セッション・特別講演タイムテーブル

*６月１３日(金)前夜祭は、今回は行いません。

５２４教室 ５２５教室 ５２６教室

１ ４ 日 ( 土 ) 現代演劇Ⅰ分科会 現代演劇Ⅱ分科会 大会テーマ英語セッ

(10.00-12.00) ション

１ ４ 日 ( 土 ) 文楽助成金削減問題 演劇教育分科会 大会テーマ英語分科

(13.00-15.00) セッション 会

１ ４ 日 ( 土 ) 会長あいさつ・大会テー

(15.20-17.30) マ特別講演Ⅰ－現代演劇

１ ５ 日 ( 日 ) アジア演劇分科会 演劇学校セッション 西洋ラテン分科会

(10.00-12.00)

１ ５ 日 ( 日 ) 総会

(13.15-14.45) 河竹賞授賞講演

１ ５ 日 ( 日 ) 大会テーマ特別講演Ⅱ

(15.00-17.00) －伝統演劇

■第一日 ６月１４日(土)

★受付(9.30～)５号館一階
＊個別発表は、報告２５分、討論１０分がめやすです。

＊セッションメンバーのうち下線部を引いたメンバーは責任者です。

★午前(10.00-12.00)
現代演劇Ⅰ分科会(５２４教室)

司会 澤井万七美(国立沖縄高専)

坂部裕美子（統計情報研究開発センター）

戦後歌舞伎の演目別上演頻度に関する考察

大島久雄（九州大学・院）

『テンペスト』受容と伝統芸能～インターテクスチュ

鈴木国男（共立女子大学）

宝塚歌劇におけるイタリアオペラの受容
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現代演劇Ⅱ分科会(５２５教室)

司会 山下純照(成城大学)

松山立(多摩美術大学)

俳優トレーニングにおける即興の有用性 ～ミシェル・サン＝ドニの試み～

竹田恵子(お茶の水女子大学)

ダムタイプによるパフォーマンス『Ｓ／Ｎ』（初演 1994年）と古橋悌二
木下耕介(群馬県立女子大学)

俳優と観客のための認知論的モデル構築の試み

英語による大会テーマセッション(５２６教室)

Traditional Okinawan Theatre and its reception of “foreign “ culture
Masae Suzuki（鈴木雅恵 Kyoto Sangyo University) 、Kayo Omine (大嶺かよ Research
Institute of Okinawa 、 Prefectual University of Arts ）、Shoko Yonaha （与那覇晶子 Theatre
critic/University of Ryukyus ）

★昼食休憩(12.00-13.00)

★午後(13.00-15.00)
文楽助成金削減問題セッション(５２４教室)

小菅隼人(慶応大学)、竹村登茂子(読売新聞社)、林公子(近畿大学)

演劇教育分科会(５２５教室)

司会 藤崎周平(日本大学)

佐々木徹雄(東北大学・院)

演劇教育における演劇の文化性の意義について－坪内逍遥の児童劇論を手がかりにして

花家彩子(東京学芸大学・院)

如月小春の演劇教育「続・八月のこどもたち―演劇指導者養成編―」を中心に

＊演劇教育分科会はブログラム作成後報告辞退者がありましたので、二名構成です。

英語による大会テーマ分科会(５２６教室)

司会 Jonah Salz(ジョナサルズ Ryukoku University 龍谷大学)

Hagiwara ken(萩原健 Meiji University 明治大学）

Reception, Collaboration and Coordination: Senda Koreya’s Practice of the

Proletarian Theatre in Germany and Japan around 1930

DAI Danni(戴丹妮 Wuhan University 武漢大学）

Nationality of Shakespearean Theatre Performance in China:A Reflection of

Self in Others’ Eyes

Hoon-sung Hwang(Dongguk University 東国大学)

Revisiting the So-Called Postmodern Plays by Oh Tae-sok
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★休憩(15.00-15.20)

★会長あいさつ(15.20-15.30)(５２４教室)
★大会テーマ特別講演Ⅰ－現代演劇(新劇など)を中心に(15.30-17.30)(５２４教室)
司会 菊川徳之助(近畿大学名誉教授)

講演 毛利三彌(成城大学名誉教授)

コメント 井上理恵(桐朋学園短大)

★懇親会(18.00-20.00) １１号館１１階スカイラウンジ

■第二日 ６月１５日(日)

★午前(10.00-12.00)
アジア演劇分科会(５２４教室)

司会 平林宣和(早稲田大学)

大江千晶（立教大学講師）

旧満州奉天の演劇空間

細井尚子（立教大学）

東アジアの少女歌劇系芸態からみる近代－『非西洋』の戦略

法月敏彦（玉川大学）

日本近代演劇資料としての『英国龍動新繁盛記』について－明治中期東京演劇改良論の

誤解と伝わらなかったイギリス演劇の実態

演劇学校セッション(５２５教室)

演劇学校の存在意義と可能性：兵庫県立ピッコロ演劇学校の場合

東浦弘樹(関西学院大学)、尾西教彰(ピッコロシアター業務部副課長)、本田千恵子(ピッ

コロ演劇学校本科主任講師)、島守辰明(ピッコロ演劇学校本科主任講師)

西洋ラテン分科会(５２６教室)

司会 市川明(大阪大名誉教授)

豊間梨乃(明治大学・院)

コリー・シバー版『リチャード三世』について－リチャード像を手がかりに

大林のり子(明治大学)

第一次大戦期のマックス・ラインハルトとドイツ劇場

吉川美恵子(上智大学)

ラテンアメリカのパフォーマンス考

★昼食休憩(12.00-13.15) 理事会
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★総会(13.15-14.05)(５２４教室)
★河竹賞受賞講演(14.05-14.45)
司会 菊川徳之助

講演 原道生(明治大学名誉教授)「戦後の近松研究史」

*河竹賞奨励賞受賞者岡田万里子氏は大会当日海外出張中のため、授賞講演はありません。

★休憩(14.45-15.00)

★大会テーマ特別講演Ⅱ－伝統演劇(京劇など)を中心に(15.00-17.00)(５２４教室)
司会 瀬戸宏(摂南大学)

講演 張偉品(上海戯劇学院戯曲学院)

＊通訳 大江千晶(一橋大学講師)

コメント 神山彰(明治大学)、永田靖(大阪大学)

＊プログラム送付後内容に変更があった場合は、学会ＨＰで告知しますので、学会ＨＰも

定期的にみるようお願いいたします。

http://www.jstr.org/index.html
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■ キャンパスマップ ■

http://www.setsunan.ac.jp/aboutus/campusmap/

●大会の主要行事は、すべて５号館２階で行われます。大会受付は５号館１階に置きます。

●１４日(土)は、５号館１階の売店、４号館の食堂が営業しています。５号館２階に休憩

室を置きますので、そこで飲食が可能です。

＊１５日(日)は売店・食堂は営業しませんので、お弁当をお申し込みください。

●懇親会は、１１号館１１階でおこなわれます。

●大会当日は正門守衛室に大会案内・キャンパス案内を置きます。

●摂南大学は２０１４年現在、キャンパス内指定エリア以外は禁煙です。喫煙可能指定エ

リアは、大会当日提示します。
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■ 交通アクセス ■

●摂南大学寝屋川キャンパス

〒 572-8508 寝屋川市池田中町 17-8

http://www.setsunan.ac.jp/access/

●京阪本線寝屋川市駅の摂南大学方面行

き京阪バスは、１５分に１本です。

寝屋川市駅からタクシーで約１０分、千

円程度です。

●ＪＲ茨木駅、阪急茨木駅からの摂南大

学方面行き京阪バス(寝屋川市行き)は、

大半が３０分に１本です。

●地下鉄谷町線大日駅からの通学専用バ

スは、土曜日の大半は１時間に１本です。

日曜日は運行しません。

【JR京都駅から】約１時間半
１．JR 京都駅から近鉄線に乗り換え、丹波橋まで。丹波橋で京阪電車に乗り換え、寝屋
川市駅まで。寝屋川市駅より京阪バスで摂南大学まで。

または寝屋川市駅よりタクシーで摂南大学まで。

２．JR 京都駅から JR 京都線(東海道線)で茨木駅まで。茨木駅から京阪バスで摂南大学ま
で。またはＪＲ茨木駅からタクシーで摂南大学まで。(約 25分、3000円程度)

【ＪＲ新大阪駅から】約１時間～１時間１５分

JR 新大阪駅より地下鉄御堂筋線で淀屋橋駅まで。淀屋橋駅から京阪本線で寝屋川市駅ま
で。寝屋川市駅より京阪バスで摂南大学まで。

【伊丹空港から】約１時間～１時間半

伊丹空港からモノレールで門真(終点)まで。門真から京阪本線で寝屋川市駅まで。寝屋川

市駅より京阪バスで摂南大学まで。

【関西空港から】約１時間半～２時間

１．関西空港から J Ｒで天王寺駅まで。天王寺駅で大阪環状線に乗り換え京橋駅まで。京
橋駅から京阪本線で寝屋川市駅まで。寝屋川市駅より京阪バスで摂南大学まで。

２．関西空港から南海線でなんばまで。なんばから地下鉄御堂筋線で淀屋橋まで。淀屋橋

から京阪本線で寝屋川市駅まで。寝屋川市駅より京阪バスで摂南大学まで。


