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アマレヤとアイヌ女性の舞踏劇の理解のために 

丸山 博 

2019 年のアマレヤとアイヌ女性の舞踏劇「（残）

響 ポーランドと日本に架ける橋」は、アマレヤ劇団

が日本とポーランドの国交樹立 100周年記念事業

の一環として、ポーランド文化・国家遺産省に承認

されたプロジェクト「国境なき自立者：日本における

ポーランド」の中の一つのプログラムです。 

日本側のパートナーは、2017 年からコラボをつ

づける二つの団体、アイヌ女性会議メノコモシモシ

（代表 多原良子さん）と国際研究センターCemipos 

(Centre for Environmental and Minority Policy 

Studies, 代表 丸山博)。さらに「指輪ホテル」芸術

監督の白玉羊屋さん、コンカリーニョ理事長の斎藤

ちずさん、さっぽろ自由学校「遊」事務局長の小泉

雅弘さんらが実行委員に加わり、プロジェクトの準

備が進められました。 

舞踏劇はアイヌ女性の物語にアイヌとポーランド

の音楽、アマレヤの踊りなどが重層的に重なって

展開します。札幌・琴似のコンカリーニョで 9 月 28

日（土）に２回上演され、地元紙・全国紙が大きな記

事を配信してくれたことも追い風となり、190 名余り

の方々に来ていただくことができました。 

アマレヤ劇団 

アマレヤ劇団はポーランドを代表する独立劇団

の一つです。2003 年にカタジナ・パストゥシャク（カ

シャ）Katarzyna Pastuszak博士とアレクサンドラ・

シリヴィンスカ Aleksandra Śliwińska博士らを中

心にグダンスクで結成され、海外でも意欲的に作

品を発表しています。また、日本の劇団解体社と

長年共演し、国際共同制作にも参加する一方、身

障者や薬物依存者らとの演劇プロジェクトにも取り

組んでいます。 

グダンスク市 

アマレヤ劇団の本拠地グダンスクはバルティック

海に面し、古くから交易や造船業で栄えた港町で

す。歴史的には他国の支配に屈せず、最近では

ベルリンの壁の崩壊につながっ

た連帯運動発祥の地でもありま

す。グダンスク出身のカシャは、

その抵抗の歴史に誇りをもっていて、その思想を

受け継ぎ LGBTQ、移民、マイノリティなどの権利

擁護者としてポーランド社会をリードした、アダモヴ

ィチ・グダンスク市長が 2019 年 1 月 14 日に暗殺

されたときには大きな衝撃を受けていました。 

私たちはなにを目指すか 

最後に、舞台終了後の質疑応答で寄せられた、

「内容がわかりにくい」という質問に対するカシャの

回答を抄訳してみたいと思います。 

《私たちは一つの筋の通った物語を伝えたいわけでは

ありません。むしろ、観客の皆さんに体験していただきた

いのです。私たちは皆さんの感情に訴え、反応を引き起

こしたいと思っています。私たちポーランド人は自分が

何者かをいつも考えています。ポーランドの歴史が権力

者や体制によって絶えず書き換えられているからです。 

今回の舞台では水田や小さな建物が望遠鏡を通した

映像として映し出されます。その映像は少しぼけていて、

望遠鏡をのぞいている人が焦点を合わせようとしていま

す。それはパーフォーミング・アーツの際に私たちがよく

用いるメタファー（比喩）です。大きな物語ではなく、「多

様な個人の、様々なストーリーに焦点を合わせている」と

いう意味なのです。 

舞台上に小さな島をいくつか作りました。私たち人間

は、離れ離れの島々に住んでいるからです。でも、それ

らの間に橋を架けることはできるのです。舞台で使われ

た糸はそうした橋のメタファーです。実際、糸はアイヌの

工芸品にもポーランドの工芸品でも使われています。し

かし、糸は細くて切れやすい。それはまた人間の口をふ

さぎ、声を殺します。しかし、同時に、人と人を結び、美

しいデザインを紡ぎだすこともできます。こうしていくつか

の意味をもつメタファーは、有機反応のように、多くの結

びつきを生み出すのです。》 

（まるやま・ひろし=写真上= 

室蘭工業大学名誉教授） 
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写真(左)舞台(左から) 

後列 Yoshiko, Tsugumi, Ola, 

Kyoko,  

前列 Kasia, Natalia, Kimiko 

(右)質疑応答:カシャと松平亜美

(つぐみ)   (写真 尾形芳秀) 



Katarzyna Pastuszak’s remark in the talk session after the stage: 

Collaboration Between Amareya and Ainu Women 

“Reverberations: Bridges Between Poland and Japan” 
Venue: Theatre “Con Carino,” Sapporo / Date: Saturday, September 28, 2019 

 

Q: Content of the performance is difficult for me to understand. 

 

A: We don't focus on the very obvious narrative. Instead, the experience of the audience 

is of primary importance to us, we want to trigger emotions and provoke reflection. We 

believe that it’s very difficult to tell a story from A to Z, in a linear way, without 

generalisations. It’s also difficult to say who is Ainu, who is Polish, what is Ainu culture, what 

is Polish culture, what is Japanese culture. Numerous personal stories lie behind the structure 

of our performance and behind the metaphors that we use, and these stories are a very 

important linking element between all cultures. We all have ancestors…, we all have our roots 

somewhere, even if the tree of our family was deported from its original place of birth to 

another one, the roots are still present. Even if they are fractured and dispersed.  

 

 As Polish people, we are also struggling with our identity, because the history is being 

continuously re-written by politicians and other regimes that are much larger than individuals. 

In the video projection (image projected onto the backdrop in one of the scenes of the 

performance), you can see the telescope looking at the rice fields and small buildings, the 

image is a little bit out of focus and we can feel that the person operating the telescope is 

trying to make the focus more sharp. For me, this is a metaphor of our way of working in the 

creative field or in the field of performing arts. We do not aim to create universal narratives 

about everybody, but we are trying to focus on separate elements, fragments of individual 

stories.  

 

 But if we do focus on the fragments, this means we cannot create a work that will 

present a full picture of reality, a general story that will be a linear narrative – a universal 

story that shows everyone as clearly defined and monolith. Such a narrative would be capable 

of presenting a clear image – Ainu is this; Polish is this; Japanese is this. We don’t believe in 

such generalisations. That’s why we create islands on the stage, because we deeply believe 

that as humans we live in the archipelago of islands, but we are also capable of making 

bridges between islands. In this particular performance, the thread is a very important element 

that becomes a metaphor of the bridge between islands. We can find the thread in the Ainu 

handicrafts and it appears also in the Polish handicrafts. But the thread is also thin and fragile. 

It can make your mouth full and your voice muffled, but it can connect people and make 

beautiful design. A polyvalent metaphor that triggers many associations.  

 

 So we work with choices: we try to present metaphors; just give little fragments of the 

reality that we encounter. At the same time, we are leaving a lot of space for the individual 

stories and for the ideas and sensitivity of the people that we are working with; in this project 

they are Ainu women; Tsugumi, Kimiko, Yoshiko and Kyoko.  
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