プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光
Una de las más relevantes exposiciones del Museo
del Prado fuera de España, comisariada por Javier
Por tús ( Museo del Prado) y Yusuke K awase
(National Museum of Western Art). Magnífica
oportunidad de ver obras maestras de Velázquez
q ue s e ex p onen p or pr i mer a vez en Jap ón ,
como “El príncipe Baltasar Carlos, a caballo”,
“Juan Martínez Montañés”, “Menipo”, “Marte”,
“Felipe IV, cazador” o “El niño de Vallecas”.
Junto a Velázquez, obras de algunos de sus más
importantes contemporáneos: Murillo, Ribera,
Tiziano, Rubens…, hasta un total de 70 piezas .
Organizan el grupo Yomiuri Shimbun y el Museo
del Prado.

文
ス ペイン国 外 で 開 催されるプラド美 術 館 最 大 級 の 展 覧 会 。 化

キュレーター は ハビ エ ル・ポ ルトゥース（プラド美 術 館 ）と

川 瀬 佑 介（国 立 西 洋 美 術 館 ）。
『 王 太 子 バルタサール・カル
ロス騎 馬 像 』、
『 フアン・マ ル ティネス・モンタニェース の 肖
像 』、
『メニッポス』、
『 マ ル ス 』、
『 狩 猟 服 姿 のフェリペ４世 』、
『 バ ジ ェ ー カ ス の 少 年 』な ど は 本 邦 初 公 開 で 、名 作
を 鑑 賞 す る 絶 好 の 機 会 。ベ ラス ケス の 作 品 以 外 にも、
同 時 代 の ムリーリョ 、リベ ーラ、ティツィアーノなど７０点
からの 重 要 作 品を 展 示 。
主 催： 読 売 新 聞グル ープ およびプラド美 術 館 。

Exposición/展示会
24 febrero a 27 de mayo, National Museum of Western Art, Tokio.
13 de junio a 14 de octubre, Hyogo Prefectural Museum of Art, Kobe.

CULTURA

VELÁZQUEZ Y LA CELEBRACIÓN DE LA PINTURA.
LA EDAD DE ORO EN EL MUSEO DEL PRADO

２月２４日〜５月２７日 国立西洋美術館
（東京）
６月１３日〜１０月１４日 兵庫県立美術館
（神戸）

マリア・パヘス&シディ・ラルビ・シェルカウイ『DUNAS -ドゥナス-』
現代フラメンコ舞踊

文
マリア・パヘスはフラメンコ舞 踊を代 表 する一 人 。既 成 のも 化

María Pagés, una de las grandes figuras del baile
flamenco, ha sido pionera en entender su disciplina
como un arte contemporáneo y vivo. Actúa con
frecuencia en Japón, donde es muy querida por el
público. Vuelve esta vez con Sidi Larbi Cherkaoui,
un gran nombre de la danza contemporánea. Juntos
coreografían y bailan “Dunas”, un espectáculo
único con ecos flamencos, clásicos y árabes y una
bella escenografía que evoca la magia exótica del
desierto.
María Pagés es Premio Nacional de Danza (2002)
y “ Dunas ” ha obtenido el Premio Giraldillo al mejor
espectáculo en la XVI Bienal de Flamenco de
Sevilla (2010).

のに恐 れることなく正 面からぶつかり、自分の領 域は現 代に

徹 底して生きるものだと、先んじて理 解した。日本での公 演も
多く、高い 評 価を受けている。このたび 現 代 舞 踊 界で呼び 声
高いシディ・ラルビ・シェルカウイと来日。両 者の振 付で『ドゥ
ナス』を踊るが 、本 作 品 はフラメンコ、クラシック、アラブ の 響
きが 共 鳴しあう独 自の世 界を現 出し、美しい 舞 台 がエキゾチ
ックな砂 漠の魅 力を演 出 する。
マリア・パヘスは 国 家 舞 踊 賞 受 賞（ 2 0 0 2 年 ）、
『ドゥナス』は
第 1 6 回セビリア・フラメンコ・ビエンナーレで、最 高 舞 台に与
えられるヒラルディージョ賞を受 賞している。

©David Ruano

Danza flamenca contemporánea/現代フラメンコ舞踊

29,30 y 31 de marzo, Bunkamura Orchard Hall, Tokio.
5 de abril, Artpia Hall, Nagoya.
6 de abril, Toyonaka Performing Arts Center, Osaka.

CULTURA

DUNAS. MARÍA PAGÉS Y SIDI LARBI CHERKAOUI

３月２９日、
３０日、
３１日 Bunkamura オーチャードホール（東京）
4月5日 アートピアホール（名古屋）
4月6日 豊中市立文化芸術センター 大ホール（大阪府）

La muestra “Unfinished”, comisariada por los
arquitectos españoles Iñaqui Carnicero y Carlos
Quintáns para el Pabellón de España, ganó el León
de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia
2016. Una exposición construida con tanto rigor
y talento como humildad, que presenta 55 soluciones
llevadas a cabo en época de crisis económica
por pequeños estudios españoles, con bajo
presupuesto y en contraste con el trabajo llamativo de
arquitectos-estrella que hasta hace poco dominaban
el panorama.
Esta exposición en Tokio, réplica de la que ocupaba
el Pabellón de España en Venecia, revelará quizá
coincidencias llamativas entre la arquitectura
española y la japonesa.

CULTURA

UNFINISHED

文
スペインの建築家イニャキ・カルニセロとカルロス・キンタンス 化
が主宰してスペイン・パビリオンに提出した企画『Unfinished』

は2016年ヴェネチア建築ビエンナーレで金賞を得た。これは
近年まで表舞台を席巻してきたスター的な建築家たちの華々
しい 仕 事 に対し、経 済 危 機 の 中 、スペインの 小さなスタジオ
が 少ない 予 算 で 、倹しくも確 たる才 能と正 確 無 比な5 5 種 の
企 画をもって提 示したもの。
ヴェネチアにお けるスペイン・パビリオンを東 京 で 復 元した
今 回 の 展 示 は 、スペイン建 築と日 本 建 築との 思 わ ぬ 共 通 性
を示 すことになるやも知れない。

Exposición de arquitectura/建築展

4 de abril a 12 de mayo, sala de exposiciones de la Embajada de España, Tokio.

4月4日〜５月１２日 スペイン大使館展示室

CULTURA

LAS SONATAS DEL ROSARIO DE BIBER.
LINA TUR BONET Y MUSIca ALcheMIca
『ロザリオのソナタ全曲』
リナ・トゥール・ボネ＆ムジカ・アルケミカ：ビーバー

文
ヴァイオリニストのリナ・ツール・ボネはスペイン音楽界で、現在 化

La violinista Lina Tur Bonet es una de las figuras de
mayor éxito en la música española. Se presenta por
primera vez en Japón, donde abordará de manera
integral las Sonatas del Rosario de H.I.F. von Biber.
Compuestas alrededor de 1678 y redescubiertas
en el s. XX, son hoy una obra de culto. Su versión,
fruto de una profunda investigación, ha obtenido
aclamación general.
En sus dos conciertos en Tokio estará acompañada
del grupo MUSIca ALcheMIca, que conforman
consagrados intérpretes expertos en música barroca.
Con la colaboración de la Galería Conmemorativa
Toshima Yasumasa.

もっとも成功をおさめている一人。H・I・F・フォン・ビーバー作曲
の『ロザリオのソナタ』全曲の本邦初演。
１６７８年ごろ作曲され

たこの楽曲は20世紀になって再発見され、今日宗教曲としての
位置づけがなされている。楽曲は徹底した研究を経て、高い評
価を得ている。
東京での二回公演にはムシカ・アルチェミカ・グループがレコード
を介して共演するが、本グループはバロック音楽を専門として
不動の位置を誇る。v
協力： 戸嶋靖昌記念館

©Zabet Fotos

Concierto/コンサート

9 y 10 de abril, Musashino Performing Arts Theater, Tokio.

4月9日、
１０日 武蔵野芸能劇場

CULTURA

IRREDUCTIBLES. ALBERTO GARCÍA-ÁLIX
Irreductibles. アルベルト・ガルシア・アリックス

Alberto García-Álix es uno de los más relevantes
fotógrafos españoles contemporáneos, superviviente
de una época mítica en la escena cultural española,
el Madrid de los 80, que ha reflejado como nadie.
Sus retratos y sus fotografías de motos, tatuajes,
vida nocturna… son parte de la memoria colectiva
española: pocos fotógrafos tan conocidos
y reconocidos como él.
La exposición “Irreductibles” forma parte del festival
de fotografía Kyotographie, uno de los eventos culturales más atractivos de Japón.
Alberto García-Álix es Premio Nacional de Fotografía
(1999).

文
アルベルト・ガルシア・アリックスは、スペイン人現代写真家の 化
中 でも最も著 名 な 写 真 家 の 一 人 であり、伝 説 的ともいえる
80年代 マドリードのスペイン文 化を唯 一 無 二 のスタイル で
捉えた生き証 人である。彼のポートレートや、バイク、タトゥー、
ナイト・ライフなどの写真は、スペインの人々の記憶の一部と
言える。彼ほど名前が知れている写真家も珍しい。
“Irreductibles” は、日本で開催される最も魅力的な文化イベン
トのひとつである京都国際写真祭で展示される。
アルベルト・ガルシア・アリックスは、1999年スペイン国民写真
©Alberto García-Álix

賞を受賞している。

Exposición de fotografía/写真展

14 de abril a 13 de mayo, Kyotographie.

4月14日〜５月１３日 京都国際写真祭

CULTURA

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
シルヴィア・ペレス・クルス

文
シルビア・ペレス・クルスはイベリア半島とラテンアメリカ双方 化

Sílvia Pérez Cruz ha crecido entre canciones populares
ibéricas y latinoamericanas, se ha educado en música
clásica y jazz y se ha dejado contagiar por el flamenco.
Imposible encuadrarla, por tanto, en un solo estilo que
no sea el suyo, tan personal e inconfundible como
su voz. Artista versátil que va de las habaneras a los
fados y de las nanas a la canción española, y se
aventuraa cantar en portugués, inglés, francés o alemán,
además de su español y su catalán nativos. Compositora
y actriz también, ha protagonizado la película musical
“Cerca de tu casa” (2016).
En la gira “Vestida de nit” la acompaña un quinteto
de cuerda.

のポピュラー音楽の中で育った。古 典音 楽とジャズを学ぶが

フラメンコにも感化された。彼女独自の個性的音楽スタイルと
独特の発声は既成の鋳型にはめることができない。
ハバネラからファド、子守唄からスペイン歌謡、母語のスペイン語
とカタルーニャ語は言うに及ばず、
ポルトガル語、
英語、
フランス語、
ドイツ語でも縱 橫に歌い上げる。作 曲 家にして女 優でもあり、
ミュージカル 映 画『あなたの家のそば 』
（ 2 0 1 6 年 ）主 演 。
『夜の装い』には弦楽五重奏がつく。

©Alex Rademakers

Concierto/コンサート
11 y 12 de mayo, Blue Note Tokyo.

５月１１日、
１２日 ブルーノート東京

『ベートーヴェン・サイクルI-VI 』カザルス弦楽四重奏団

文
カザルス四 重 奏 団はスペイン屈 指の四 重 奏 団で高 評 価を受 化

El Cuarteto Casals es uno de los más conocidos
y aclamados cuartetos de cuerda en España. Sus
integrantes -Abel Tomàs (violín), Vera Martínez
(violín), Jonathan Brown (viola) y Arnau Tomàs
(violonchelo)- se identifican con la frase de Goethe:
“asistir al concierto de un cuarteto es como escuchar
una conversación entre cuatro personas razonables”.
La agr upación cumple ahora veinte años de
trayectoria con éxito creciente y lo celebran abordando
el mayor desafío quizá para un conjunto de cuerda:
la integral de los Cuartetos de Beethoven, compuesta
por 16 piezas que califican como “catedrales”.
El Cuarteto Casals es Premio Nacional de Música (2006).

けている。構成メンバーのアベル・トマース（ヴァイオリン）、ベ

ラ・マルティネス（ヴァイオリン）、ジョナサン・ブラウン（ヴィオ
ラ）、アルナウ・トマース（ヴィオロンチェロ）はゲーテの次の言
葉を自分たちの旨としている。
「 四重奏の演奏会に臨むのは、
聡明な４名の会話に耳を傾けるがごとし」。
この 四 重 奏 団 は 結 成２０年を迎え、堅 実な 成 功 の 道を歩 ん
で来たが、このたび 四 重 奏 団として恐らくは最 大の挑 戦に挑
む。それは「カテドラル」にもなぞられる１６曲からなるベートー
ベンの四重奏全曲演奏である。
カザルス四重奏団は国家音楽賞受賞（２００６年）

©igor.cat

Concierto/コンサート
7, 8, 9 y 10 de junio, Suntory Hall, Tokio.

CULTURA

CICLO BEETHOVEN I - VI. CUARTETO CASALS

６月７日、
８日、
９日、
１０日 サントリーホール

Exposición comisariada por Blanca Berlín. Cinco
fotógrafas retratando a mujeres, cada una con su
perspectiva y enfoque. Isabel Muñoz indaga en las
formas del cuerpo femenino, a medio camino entre
la figuración y la abstracción. La superposición de
imágenes en las fotos de Gabriela Grech actúa como
metáfora de confusión anímica y emocional.
Los autorretratos de Soledad Córdoba brotan del
inconsciente profundo y sugieren una realidad
paradójicamente irreal. Beatriz Moreno elimina
sombras y volúmenes de sus rostros y crea inquietantes
figuras andróginas. Ouka Leele se disfraza de
Dolorosa para recrear una ficción metafórica.
Organiza Acción Cultural Española.

CULTURA

WOMEN & WOMEN

文
ブランカ・ベルリンがキュレーターの展覧会。
５人の女性写真家 化
が、
それぞれの視点と焦点から女性を捉える。
イサベル・ムニョス

は女性の肉体を表象と抽象の狭間で追求する。
ガブリエラ・グレ
ックの作品ではイマージュを重ねることで心性と情感とを合流さ
せる。
ソレダー・コルドバの自画作品は深層に潜む無意識と逆説
的な非現実を暗示。ベアトリス・モレノは顔の影と質感を排除し、
両 性 具 有 的 な 画 像を現 出して見る者 に 揺さぶりをか ける。
オウカ・レエレはみずからを悲 嘆の聖 母に変 身させ 、比 喩 的
フィクションを現出する。
主催：スペイン文化活動公社

©Ouka Leele / VEGAP

Exposición/展示会
24 de julio a 24 de septiembre, Nagasaki Prefectural Art Museum.

7月24日〜9月24日 長崎県美術館

CULTURA

CAÑIZARES
カニサーレス

文
フアン・マヌエル・カニサーレスはスペイン・ギター界最高峰の一人。 化

Juan Manuel Cañizares es uno de los grandes intérpretes
de guitarra española. Su formación clásica y su maestría
para interpretar flamenco, cincelada durante más de
diez años acompañando al maestro Paco de Lucía, le
han permitido desarrollar un estilo propio aderezado
de técnica virtuosa. Artista versátil que compagina
el toque flamenco con una lectura propia de obras
clásicas, compone música para cine y para el Ballet
Nacional de España y ha colaborado con figuras tan
diversas como Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro
Sanz, Peter Gabriel o Simon Rattle.
Cañizares, artista muy querido en Japón, se presenta
en esta gira con su Flamenco Quintet.

クラシックを学び、
１０年以上にわたってパコ・デ・ルシアのそばで
フラメンコ演奏の研鑽を積むことで、独自にして絶妙な技法を確立

した。多彩な芸術家として、
フラメンコの味わいと独自に読み込ん
だクラシック作品とを融合させており、映画やスペイン国立舞踊団
のための作曲にも携わる。
またカマロン・デ・ラ・イスラ、セラット、
アレハンドロ・サンス、
ピーター・ガブリエル、サイモン・ラトルなどと
の共演を果たす。
日本でも高く評価されている芸術家カニサーレスは、
このたび、
フ
ラメンコ·クインテットとして再来日。

© Amancio Guillén

Concierto/コンサート
16 a 30 de septiembre: Fukushima (16); Yamagata (17);
Sapporo (18); Kobe (20); Shizuoka (22); Yokosuka (23);
Mitaka, Tokio (24); Miyagi (26); Funabashi (28);
Tokio (29); Tokorozawa (30).

９月１６日〜３０日まで:
（16日）
福島、
（17日）
山形、
（18日）
札幌市、
（20日）
神戸市、
（22日）
静岡、
（23日）
横須賀、
（24日）
三鷹市東京都
（26日）宮城県、
（28日）
船橋市、
（29日）
東京、
（30日）
所沢市。

CULTURA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
スペイン国立バレエ団

El Ballet Nacional de España, la mayor compañía
pública de danza española, cumple 40 años de su
fundación en 1978. Su objetivo primordial es preservar
y difundir, tanto en España como por el mundo,
el rico patrimonio coreográfico español en todas
sus dimensiones -ballet, danza clásica, folclore,
flamenco- en combinación con el baile de vanguardia.
Bajo la dirección de Antonio Najarro, la compañía
presentará piezas representativas de la variedad
de la danza española, en dos programas diferentes
a lo largo de nueve funciones en Tokio.

文
1978年に創立されたこのスペイン国立バレエ団は今年で40周 化
年を迎える。バレエ、古典舞踊、
フォークロア、
フラメンコを前衛的

なダンスと組み合わせた素晴らしいスペインの舞踊を、国内外に
おいてまもり、伝えることを目的としている。
アントニオ・ナハロの監督により、スペイン舞踊のバラエティー
豊かで代表的な作品を二つのプログラムにわけて9公演で披露
する。
©BNE

Danza española/スペイン舞踊
19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de octubre, Tokyo Bunka Kaikan.

10月19、
20、
21、
22、
26、
27、
２８日 東京文化会館

CULTURA

LA EDAD DE ORO. ISRAEL GALVÁN
『黄金時代 』イスラエル・ガルバン

Israel Galván es uno de los bailaores más relevantes
de la escena actual. Ha creado un lenguaje propio
que combina de manera personal y reconocible el
baile flamenco y la danza contemporánea. Su trabajo
interesa y admira tanto a los aficionados al flamenco
como al público más exigente de las artes escénicas
de vanguardia. Tras su éxito en la Aichi Triennale
2016, vuelve a Japón con “La Edad de Oro”, pieza
que rememora la época dorada del cante y el baile
flamencos: el último tercio del s. XIX y el primero
del XX.
Israel Galván es Premio Nacional de Danza (2005).
El pensador francés Didi-Huberman le ha dedicado
el ensayo “El bailaor de soledades”.

文
イスラエル・ガルバンは現代舞踊界で大変な注目を集めている。 化
彼はフラメンコと現代舞踊とを独自の様式で連関させる言語を創

り上げた。彼の仕事はフラメンコ愛好家だけでなく、厳しい目で
前 衛 舞 台 芸 術を見る観 衆の注目を浴びて賞 賛され ている。
「あいちトリエンナーレ2016」で成功をおさめ、
このたびは『黄金
時代』
を携えて再来日する。本作品で19世紀終盤から20世紀初
頭にかけてのフラメンコの歌と踊りの黄金時代を回想する。
イスラエル・ガルバンは国家舞踊賞受賞（2005年）。
フランスの
思想家ディディ・ヒューバーマンは彼を称して「寂寞の舞踊家」
という一文を草している。

©FelixVazquez

Danza flamenca contemporánea/現代フラメンコ舞踊
27 y 28 de octubre, Sainokuni Saitama Arts Theatre, área de Tokio.
2 y 3 de noviembre, Aichi Prefectural Arts Theater, Nagoya.

10月27日、
28日 彩の国さいたま芸術劇場
11月2日、
3日 愛知県芸術劇場

CULTURA

DE UN EXTREMO A OTRO. LINA TUR BONET,
RYOKO AOKI Y ALDO MATA
『果てから果てへ』青木涼子、
リナ・トゥール・ボネ、
アルド・マタ
La Embajada de España ha encargado a los
compositores J.M. Sánchez-Verdú (Premio Nacional
de Música 2003) y Bruno Dozza sendas piezas
creadas ex profeso para su estreno en Tokio. Serán
interpretadas por la violinista Lina Tur Bonet, el
chelista Aldo Mata y la cantante d e voz Noh Ryoko
Aoki, pionera en combinar el Noh con la música
contemporánea. Una exploración sobre cómo articular
el fascinante universo del arte japonés con las
estructuras musicales occidentales.
Un programa original y atractivo que se completa
con piezas de relevantes compositores españoles
y japoneses: Falla, Turina, Granados, Cassadó,
Takemitsu y Hosokawa.

文
スペイン大使館は、作曲家J.M.サンチェス - ベルドゥ
（2003年 化
国家音楽賞）
とブルーノ・ドッツァに東京初演のための楽曲を特

別依頼した。ヴァイオリニストのリナ・トゥール・ボネ、チェリスト
のアルド・マタ、能と現代音楽を先駆的に合体させた青木涼子
による共演。魅惑的な日本の音楽世界と西洋音楽をどのように
組み合わせて構築するかの意欲的挑戦。
ファリャ、
トゥリーナ、
グラナドス、カサドー、武満、細川らのすぐ
れたスペインと日本の作曲家の作品も併せて披露する、オリジ
ナルにして魅力的なプログラム。

©Hiroaki Seo

Concierto/コンサート
3 de noviembre, Hakuju Hall, Tokio.

11月３日 白寿ホール

CULTURA

JORDI SAVALL / HESPÈRION XXI
ジョルディ・サバール/エスペリオン XXI

Jordi Savall es una de las personalidades musicales
más versátiles de su generación. Violagambista,
director de orquesta e incansable investigador
de la música antigua, que lleva cincuenta años
rescatando gemas musicales y sacándolas del
olvido. Su prolífica carrera musical le ha otorgado
algunas de las más altas distinciones nacionales
e internacionales.
En 1974 fundó el ensemble Hespèrion XXI,
especializado en música española de los siglos
XVI y XVII y que se distingue por el uso liberal
de la improvisación en torno a las estructuras
melódicas y rítmicas básicas de la música antigua.

ジョルディ・サバールはヴィオラ・ダ・ガンバの奏者で指揮者で
あり、彼の世代では最も多才な音楽家である。熱心な古楽の研究
者でもあり、忘れ去られた楽器を発掘し救い出している。多種多
様な音楽活動により、国内外でも非常に高い評価を得ている。
1974年には、
16・17世紀のスペイン音楽を専門とするアンサンブル、
エスペリオンXXIを結成し、古楽のメロディーとリズムをベース
に自由な即興を特徴とした演奏を行っている。

Concierto/コンサート
22 de noviembre, Hamarikyu Asahi Hall, Tokio.
24 de noviembre, Mitaka City Arts Center, Tokio.
25 de noviembre, Itami Aiphonic Hall.

11月22日、
浜離宮朝日ホール（東京）
11月24日、
三鷹市芸術文化センター
（東京）
11月25日、
伊丹アイフォニックホール

文
化

日本・スペイン・ラテンアメリカ学会

Congreso anual de la Confederación Académica
Nipona, Española y Latinoamericana (CANELA).
Durante sus tres décadas de existencia, la Confederación
ha venido realizando una relevante labor de difusión
de la lengua y la cultura española y latinoamericana
en Japón. Agradecemos a su Junta directiva y al
conjunto de sus miembros que hayan tenido la deferencia
de incorporar su Congreso a nuestro programa
de conmemoración y cedernos la oportunidad
de contribuir con la presencia del pensador y literato
Rafael Argullol como invitado especial para
la “Conferencia plenaria conmemorativa de los
150 años de relaciones diplomáticas entre España
y Japón”. El Prof. Argullol hablará de “Goya y las
pinturas negras”.

第30回大会

日本・スペイン・ラテンアメリカ学会（CANELA）の年次総会。

会
日本で普及するために尽力を尽くしてきた。
この第30回大会を 議

この30年間、同学会はスペイン・ラテンアメリカの言語と文化を

日西外交関係樹立150周年記念事業のプログラムとして組み
入れ 、150周年基調講演「ゴヤの黒い絵」のために思想家で
作家のラファエル・アルグジョル氏をお 招きいただいたことに
理事会とメンバーの皆様に感謝の意を表する。

Congreso/国際会議

26 y 27 de mayo, Universidad Doshisha, Kioto.

CONGRESOS

XXX CONGRESO DE CANELA

5月26日、
27日 同志社大学
（京都）

第３回日本スペイン語・スペイン語圏文化国際会議
Cita bienal de los hispanistas japoneses, organizada
por el Instituto Cervantes en colaboración con el
Observatorio de la Lengua Española en Japón, del
que forman parte importantes hispanistas expertos
en lengua y literatura española procedentes de
universidades de todo el país. La puesta en común
de sus investigaciones favorece una mayor visibilidad
de la lengua española en Japón. A ello se suma el
interés del Congreso por abarcar los estudios
hispánicos en Japón de manera amplia y acoger
por tanto aportaciones en campos como filosofía,
arte, historia o música.

日本の諸大学から参集したスペイン語・文学を専攻する主要

会
セル バンテス文化センターが隔年開催。研究を通して日本に 議
研究者からなる日本におけるスペイン語 観測所の協力を得、

おけるスペイン語の一層の顕 在化をはかるものだが、本学 会
は哲 学 、美 術 、歴 史あるいは音 楽など他 分 野も併 せて取り込
み、スペイン語圏研究を拡大化してゆく。

Congreso/国際会議
5 y 6 de octubre, Instituto Cervantes, Tokio.

CONGRESOS

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA EN JAPÓN

10月5日、
6日 セルバンテス文化センター東京

変化する世界の中でのスペインと日本

Congreso organizado por el Departamento de Estudios
Hispánicos de la Universidad de Estudios Extranjeros
de Kioto, con objeto de discutir la evolución y situación
de las relaciones e intercambios entre España y Japón
durante estos 150 años de relaciones diplomáticas
que conmemoramos. Los ponentes presentarán sus
investigaciones en ámbitos diversos: relaciones
internacionales, ciencias sociales, historia, literatura,
arte, economía, y ciencia y tecnología.

京都外国語大学スペイン語学科主催による講演会。両国外交

会
二国間関係や交流の移り変わり、情勢について議論することを 議
関 係 樹 立 1 5 0 周 年を記 念して、これまでのスペインと日本の

目 的とする。パネリストが 、国 際 関 係 、社 会 学 、歴 史 、文 学 、
美術、経済、科学技術などの異なる研究分野を発表する。

©AMAEC-Serie Tratados

Congreso/講演会
27 de octubre, Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto.

CONGRESOS

ESPAÑA Y JAPÓN EN UN MUNDO CAMBIANTE

10月27日 京都外国語大学

天正遣欧使節とスペイン

Durante la época de Felipe II el cristianismo estaba
en proceso de expansión por la zona meridional de
Japón. La Embajada Tenshō, integrada por cuatro
jóvenes nobles japoneses, viajó a Europa de 1582
a 1590 con el fin de conocer las sociedades católicas
(Portugal, Italia y España). Su encuentro con Felipe II
tuvo lugar en el Monasterio del Escorial el 25 de
noviembre de 1584.
El objeto de este simposio es analizar el impacto
de la visita de esa Embajada en las relaciones entre
España y Japón, en el contexto de una época de
grandes descubrimientos y de la primera globalización.

フェリペ２世の時代に、九州におけるキリスト教の布教が拡大し
ていった。
キリシタン大名の名代として４人の少年による天正使
節団が、
１５８２年から１５９０年までカトリックの世界（ポルトガ
ル、
イタリアとスペイン）
を見聞きするためにヨーロッパに渡り、
１
５８４年１１月２５日に、エル・エスコリアル修道院にてフェリペ２
世に謁見した。
最初のグローバリゼーションとも言える大航海時代において、
スペインと日本の関係に天正使節団が与えたインパクトを分析
することを、
このシンポジウムの目的としている。

Simposio/シンポジアム

8 de diciembre, Sophia University, Tokio.

１２月8日 上智大学、東京

CONGRESOS

DE LA EMBAJADA TENSHO A LA ESPAÑA DE FELIPE II

会
議

ORQUESTA FILARMÓNICA DE NAGOYA,
CON CAÑIZARES
名古屋フィルハーモニー交響楽団、
カニサーレスと共演を迎えて
La Orquesta Filarmónica de Nagoya ofrece un
concierto en el Salamanca Hall de Gifu, bello auditorio
repleto de referencias salmantinas. La Orquesta,
dirigida por el valenciano Roberto Forés Veses,
interpreta un programa de sabor español: “Granada”
de Albéniz, “Goyescas” de Granados, “El sombrero
de tres picos” de Falla y el Concierto de Aranjuez de
Rodrigo interpretado a la guitarra por Cañizares.
Organizan el Comité para la Conmemoración
en Japón del VIII Centenario y la Asociación
Universidad de Salamanca en Japón.

Concierto. 14 de abril, Salamanca Hall, Gifu.

サラマンカ関連のものを数多く所蔵するサラマンカホール（岐阜
県）にて、名古屋フィルハーモニー交響楽団がコンサートを開催。
ロベルト·フォレース·べセスを指揮者に迎え、
スペインを堪能して
もらうべく、
アルベニス作曲の『グラナダ』、
グラナドスの『ゴイェス
カス』、
ファリャの『三角帽子』、
カニサーレスのギターによるロドリ
ゴ作曲『アランフェス交響曲』の演目を演奏。
サラマンカ大学創立800周年記念事業実行委員会及び日本サ
ラマンカ大学友の会主催。

コンサート。
4月14日、
サラマンカ·ホール（岐阜）
。

VIII CENTENARIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
創
立
８
０
０
周
年

FLORES DE MÚSICA: EL CLAVEL Y EL CRISANTEMO.
PILAR MONTOYA Y KAORI GOTO
音楽の花：カーネーションと菊 ピラール・モントーヤと後藤香織
「 音 楽の花 」というのは バロックのオルガニストたちが即 興で

“Flores de música” era el nombre de las colecciones
de piezas sobre las que los organistas del Barroco
improvisaban en las catedrales. Pilar Montoya
y Kaori Goto dan realce al órgano salmantino de
Gifu con piezas para tecla de compositores
españoles del XVII y XVIII y del repertorio japonés.

創 作して いった 楽 曲 に つ けら れ た 呼 称 。オ ル ガ ニストの
ピラール·モントーヤと後藤香織が17，18世紀スペインの作曲
家の鍵盤楽器曲と日本のレパートリーを披露する。

© Salamanca Hall

Concierto. 22 de septiembre, Salamanca Hall, Gifu.

コンサート。
９月２２日、
サラマンカ·ホール（岐阜）
。
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HOMENAJE A UNAMUNO
ウナムーノへのオマージュ

Miguel de Unamuno fue profesor y Rector de la
Universidad de Salamanca. Muy leído en Japón en
los años 70, su obra está siendo reeditada por la
Galería conmemorativa Toshima Yasumasa, con
quien se organiza esta exposición. Reunirá piezas
relevantes de su legado acompañadas de pinturas
de Toshima. En colaboración con el Centro Cultural
Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca.

Exposición. 11 de septiembre a 9 de octubre, sala de exposiciones de la Embajada de España, Tokio.

ミゲル·デ·ウナムーノはサラマンカ大学教授で、同大学で3度に
わたって総長をつとめた。1970年代に日本で広く読まれ、著作
は戸嶋靖昌記念館で復刊されている。この展覧会は同氏との
協力で開催されるもので、
ウナムーノが残した重要資料が展示
される。サラマンカ大学・日西センターによる共同開催。

展覧会。
ウナムーノへのオマージュ：9月11日〜10月9日、
スペイン大使館展示会室
（東京）。
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天体物理学の大規模施設：スペイン・日本間の協力
En los últ imos a ños cr ece la c ola boración
España-Japón en investigación astrofísica. El interés
en desarrollar observatorios espaciales y terrestres
para estudiar el Sol y la formación de estrellas,
galaxias y el Universo, ha llevado a ambos a construir
algunos de los telescopios de mayor diámetro del
mundo. Ejemplo encomiable son los potentes Cherenkov
y los telescopios para la polarización del fondo
cósmico de microondas en los Obser vatorios
de Canarias.
Organizan la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y el Instituto de Astrofísica
de Canarias, en colaboración con el Institute for
Cosmic Ray Research (Tokyo University).

科
近年、
スペインと日本は天体物理学で研究協力を密にしている。 学
双方は太陽の研究をはじめとして恒星、銀河、
そして宇宙誕生の
謎を解くべく、宇宙や地上における天文台の開発推進に深い関
心を持っている。
そして直径が世界最大級の望遠鏡、赤外線望遠
鏡が制作された。
カナリア半島天文台は、
ガンマ線を放出する天
体研究のための強力なチェレンコフ望遠鏡や宇宙マイクロ波背
景放射の偏光を研究する望遠鏡群を設置している。
研究発展兼イノヴェーション庁、
カナリア諸島天体物理研究所と
東京大学宇宙線研究所による共同開催。

Simposio/シンポジウム
7 de marzo, auditorio de la Embajada de España, Tokio.

CIENCIA

GRANDES INSTALACIONES DE ASTROFÍSICA:
SINERGIAS Y COOPERACIÓN ESPAÑA - JAPÓN

３月７日 スペイン大使館オーディトリウム

『日本とスペイン―戦略的協力』
セミナー
Ocasión para reflexionar sobre la relación entre
España y Japón, dos naciones afines en el modo de
entender un orden internacional abierto y respetuoso
con el Derecho Internacional. Expertos de ambos
países conversarán sobre la importancia actual del
multilateralismo, aspectos de seguridad y política
exterior que interesan a cada uno y el estado de los
procesos de integración en Europa y Asia.
Organizado por el Real Instituto Elcano y el Japan
Institute of International Affairs (JIIA), los think
tanks de asuntos internacionales más influyentes
en España y Japón.

国際法を尊び 、開か れた国際秩序の理解の方法にお いて近
似 するスペインと日本の関 係を考え直 す 機 会とする。両 国に
精 通した論 者 が 、現 在 の 多 国 間 主 義 の 重 要 性 、両 国 の 関 心
事である安 全 保 障 問 題と外 交 政 策 、ヨーロッパおよびアジア
における統合プロセスの状況を論じる。
王立エルカノ財団、日本国際問題研究所、日本とスペインでも
っとも影響力をもつ国際関係シンク・タンクの共同開催。

Seminario/セミナー
19 de abril, sala de conferencias de JIIA, Tokio.

４月19日 日本国際問題研究所講演会場（東京）

PROYECTOS INSTITUCIONALES

JAPÓN-ESPAÑA: COOPERACIÓN ESTRATÉGICA
ENTRE PAÍSES AFINES
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日本からの視点

Un libro que quiere contribuir al conocimiento
de la comunidad española residente en Japón. El
número de españoles ha ido aumentando durante
los últimos años y la idiosincrasia del colectivo
diversificándose. A la comunidad de religiosos
implantada hace décadas y a las primeras personas
casadas con japoneses que vinieron a formar una
familia, se han ido añadiendo empresarios, estudiantes,
emprendedores, artistas, investigadores...
25 “historias de vida” contadas en primera
persona, que representan la diversidad de perfiles
de la comunidad española y de sus trayectorias
vitales, personales y profesionales.

日本 在 住 のスペイン人 社 会を知るのに資 する書 籍 の 刊 行 。
近 年 、日本に在 住 するスペイン人の数は堅 実な増 加をみ せ、
その実相も多様化の一途を辿っている。数十年前に遡る宗教
関 係 者 、日本 人と結 婚して家 庭を持つに至った人に加え、近
年では企業関係者、学生、起業家、芸術家、研究者等々も加わ
ってきた。みずからの口で語った25の「人生の記録」は、スペ
イン人 共 同 体の多 彩な横 顔 、各々の個 人 的 、職 業 上の人 生 、
を語る。

PROYECTOS INSTITUCIONALES

MIRADAS DESDE JAPÓN
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スペイン日本外交関係樹立150周年
EXPOSICIÓN
Exposición conmemorativa que busca reflejar la historia
de la relación entre España y Japón, desde la firma del
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1868 hasta
la Visita de Estado a Japón de SSMM los Reyes en 2017.
Una relación jalonada por intercambios de visitas y contactos
institucionales, pero también por relevantes muestras de
recíproca presencia cultural.Cuenta sobre todo con
fotografías cedidas por la Agencia EFE, así como
con reproducciones fotográficas de documentos
custodiados por los archivos Histórico Nacional de
España, de la Agencia Kyodo y de ambos Ministerios de
Asuntos Exteriores.

VÍDEO
Al igual que la exposición de fotografía, este vídeo busca dar
cuenta de las muestras de relación entre España y Japón a lo
largo de los últimos 150 años. Un panorama general de
acontecimientos institucionales, políticos y culturales
relevantes que ilustran un siglo y medio de amistad.

写真展示会
1 8 6 8 年 の 友 好 通 商 航 海 条 約 締 結 から2 0 1 7 年 の 国 王 王 妃 両 陛 下 国

賓 来 日 に至るまでのスペインと日 本との 関 係 史を紹 介 する展 覧 会 。
相 互 に様々な公 式 訪 問 や 公 的な交 流 があったが 、そこに際 立った文
化 交 流も見られ た 。E F E 通 信 社 から提 供され た 写 真 、その 他 の 情 報

資 料 が 主 になるが 、それ 以 外 にもスペイン国 立 文 書 館 所 蔵 資 料 の 写
真復刻 版、共同通信社および 両国外務省の資料が含まれる。

動画
このビデオは1 0月に開 催される写 真 展と同 様 、過 去 1 5 0 年 間のスペイ

ンと日 本との 関 係を明らか にしていく。1 5 0 年 にわ たる友 好 関 係を物
語る公式レベル 、政治、文 化上の出来事をパノラミックに俯瞰 する。

Exposición de fotografía/写真展示会
Octubre - noviembre, sala de exposiciones de la Embajada de España, Tokio.

１０月−１１月スペイン大使館展示室
（東京）

PROYECTOS INSTITUCIONALES

150 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ESPAÑA - JAPÓN

事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プリンスホテル España Fiesta!スペインフェア
Festival de gastronomía /美食フェスティバル
25 de abril a 30 de junio, Hotel Prince Park Tower y otras sedes, Tokio.
4月25日〜6月30日 ザ・プリンス パークタワー東京他、首都圏のプリンスホテルで開催

GASTRONOMÍA

¡ESPAÑA FIESTA! SPAIN FAIR. HOTEL PRINCE

美
食

帝国ホテル スペイン フェア〜Fiesta de España〜
Festival de gastronomía /美食フェスティバル
1 de junio a 20 de julio, Hotel Imperial, Tokio.
6月1日〜７月２０日 帝国ホテル（東京）

GASTRONOMÍA

SPAIN FAIR –FIESTA DE ESPAÑA. HOTEL IMPERIAL

美
食

ESTE PROGRAMA CUENTA CON EL PATROCINIO DE:

