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VIKTORIA MULLOVA WITH GENEVA CAMERATA

APRIL // 4 月
DANCING BEETHOVEN

最高傑作と言われる故モーリス・ベジャール振付の『第九交響曲』。ベジャールの後継者であるジル・

ダンシング・ベートーヴェン

ロマンが率いる現在のモーリス・ベジャール・バレエ団が、東京バレエ団や指揮者ズービン・メータ

On screen

率いるイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団と共に、本作を新たに作り出す過程を映すドキュメン

公開中

タリー映画が公開中。様々な文化的背景を持つ人々の織りなす人間ドラマに密着した感動のドキュメ

全国ロードショー

ンタリー。

www.synca.jp/db

MA VIE DE COURGETTE (MY LIFE AS A COURGETTE)

スイスのクロード・バラスによる初の長編監督作品『ぼくの名前はズッキーニ』。母親を亡くし、孤

ぼくの名前はズッキーニ

児院に入れられた少年が、周囲の人々との関わりの中で成長していく姿を描き、第 89回アカデミー

賞長編アニメーション賞にノミネートされるなど、世界中の映画祭を席巻した。年月をかけて丁寧に

On screen

公開中

制作されたアナログな人形たちがみせる、感情豊かなストップモーションアニメーション作品。音楽

全国ロードショー

は、スイスの人気シンガー・ソングライター、ソフィ・ハンガーが担当している。

boku-zucchini.jp

BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER BY MAX FRISCH

スイスの劇作家で小説家、マックス・フリッシュ（1911-1991）作の戯曲『ビーダーマンと放火犯たち

マックス・フリッシュ作『ビーダーマンと放火犯たち』

が小森明子の演出、TEE東京演劇アンサンブルの出演により、日本で初上演される。翻訳は松鵜功

Until APR 1
4 月 1 日まで

ブラックコメディ。

記。本作は、社会における個人のアイデンティティをテーマとする、マックス・フリッシュらしい

Brecht-Raum, Tokyo

ブレヒトの芝居小屋、東京

www.tee.co.jp

YANN BECKER SOLO PHOTO EXHIBITION: SHADOW OF A DREAM

スイス出身の写真家、ヤン・ベッカーは2010年から日本に定住。日本各地を訪ね歩き、珍しい土地や

ヤン・ベッカー 写真展：夢影

人との出会いを写真に収める。自身の人生が、実は誰かの夢であったことに、日を追うごとに気づい

Until 3 APR
4 月 3 日まで

ていく1人の写真家の日記『夢影』展が開催される。
www.ymedia.ch/index.html

Gallery Koto in Kyoto

ギャラリー古都、京都

建築や文学、連続テレビ番組、ビデオゲーム、そしてデジタル画像など、多様な要素から物語空間を

MICKAËL LIANZA: MAGRATHÉA PROJECT
ミカエル・リアンザ : マグラシア プロジェクト展
Until APR 22
palais des paris, Gunma
パレ・デ・パリ、群馬
4 月 22 日まで

創り出すスイス人のアーティスト、ミカエル・リアンザ。今回のパレ・デ・パリでの滞在中には、日
本の家屋に触発された織物構造について、さらに、独自のリサーチに基づく、人工知能（AI）が住む
仮想宇宙をインスタレーションで物語る。

palaisdesparis.org www.lianzamickael.ch

IMPRESSIONIST MASTERPIECES FROM THE
E.G. BUEHRLE COLLECTION, ZURICH (SWITZERLAND)

印象派を中心に多くの名作を誇る世界的なプライベート・コレクションの一つ、スイスのビュー
ルレ・コレクション。今回27年ぶりに日本でのコレクション展が開催。絵画史上、最も有名な少女像と

至上の印象派展 ビュールレ・コレクション

もいわれるルノワールの『イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢（可愛いイレーヌ）』、セザンヌの最高

Until MAY 7
MAY 19–JUL 16
5 月 7 日まで
5 月 19 日 –7 月 16 日

The National Art Center, Tokyo
Kyushu National Museum, Fukuoka

傑作で近代美術の金字塔ともいえる『赤いチョッキの少年』、スイス国外で初めて展示される日本初公

九州国立博物館 3 階特別展示室

www.buehrle2018.jp

国立新美術館、東京

開のモネの『睡蓮の池、緑の反映』など、印象派の作品を中心とした、約半数が日本初公開の60数点
の名作が紹介される。

1980年代からスイス及び国際的な現代美術界の第一人者であり続けるスイスのミリアム・カーン。ペ

MIRIAM CAHN: PHOTOGRAPHS
ミリアム・カーン : PHOTOGRAPHS

インティング、ドローイング、写真や映像などの様々な表現手段を用い、身体、ジェンダーや、秩序

Until MAY 12
5 月 12 日まで

との関係への疑問を投げかけている。そのカーンの写真作品を中心とした個展が開催中。カーンが屋

Wako Works of Art, Tokyo

ワコウ・ワークス・オブ・アート、東京

外に描いた自作のドローイングを撮影した写真作品や、アトリエを構えるグラウビュンデン州ブレガ
リアの自然に囲まれて撮影や現像を行った写真作品が多数展示される。

www.wako-art.jp/top.php
チューリッヒ芸術大学（ZHdK）による、アルヴィン・ルシエの作品演奏に特化したエヴァー・プレ

ALVIN LUCIER & EVER PRESENT ORCHESTRA
アルヴィン・ルシエ & エヴァー・プレゼント・オーケストラ

ゼント・オーケストラ。本オーケストラは、ルシエのビート・パターン（共振現象）に重点を置いた

APR 1
APR 3, 4
4月1日
4 月 3 日、4 日

University Seibu Hall, Kyoto
SuperDeluxe, Tokyo

器楽曲を、4人のエレキギター奏者、3人のサクソフォン奏者、4人のヴァイオリン奏者とピアニスト

スーパー・デラックス、東京

antibo.org/blog/2018/02/03/2018-4-1-antibo-alvinlucier www.super-deluxe.com

という珍しい楽器構成で幅広い聴衆に届ける。今回の来日公演では、7つの日本初公演作品を含む9つ
のルシエ作品を披露する予定。

京都大学 西部講堂、京都

スイス人ピアニストのジャック・デュミエールとアコーディオン奏者のジョナス・コッフェル、そし

DDK TRIO JAPAN TOUR
DDK TRIO JAPAN TOUR
APR 4–16
several venues in Japan
全国各所にて
4 月 4 日 –16 日

てドイツ人トランペット奏者のアクセル・ドゥナー。ヨーロッパの即興音楽界を率いるこの三人によ
るDDKトリオが、バンドとしては初来日し、ニューアルバム「Cone

of Confusion」のリリースを

兼ねたツアーを開催する。アクシデントや予期せぬ状況に広く反応する彼らの即興音楽は、静寂から
爆音まで幅広い音のアレンジを持つ。

jacquesdemierre.com www.jonaskocher.net axeldoerner.org

チューリヒを拠点に活動するバンド、IKARUS（イカルス）の二回目となる来日公演。メンバーはラ

IKARUS BAND JAPAN TOUR

モン・オリヴィエラス（作曲、ドラム）、アンナ・ヒルシュ（ヴォーカル）、アンドレアス・ラライダ

イカルス JAPAN TOUR

APR 11–15
4 月 11 日 –15 日

ヴォーカル）、ルッカ・フリース（ピアノ）とモ・マイヤー（ベース）。ミニマム・グルーヴ、サイケ

several venues in Japan

デリック・サウンドスケープやジャズ系インターロッキング・リズムを取りいれた、プログレッシヴ・

全国各所にて

男女スキャット・ジャズ。

ikarus.band

ス イ ス の ニ コ ラ ス J. フ ァ ス ナ ト と ニ コ ラ ・ ム ヌ ー の デ ュ オ に よ る オ ー バ ー ロ ー ド ・ コ ラ プ ス

OVERLOAD COLLAPSE: OC X JAPAN
オーバーロード・コラプス : OC X JAPAN

APR 14–30

Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Oita, Tokyo
and more several venues in Japan

4 月 14 日 –30 日

invs.exblog.jp/26581521

大阪、広島、福岡、大分、東京など全国各地で開催

Overload Collapse）。2000年半ばごろから国際的な活動をはじめ、日本での活動と交流も重ねて
きた彼らが、その初来日10周年を祝う記念のツアーを開催する。ラップトップとアナログミキサーの

みを使用し、アナログ、デジタル、そしてハイブリッド・フィードバック（ラッセン）における執拗
な探求を続けている。彼らによると、そのスタイルは「耳障りなノイズ」から「失点なき超音楽」へ
と進化している。

ooo.meovco.com
OTTO NEBEL AND HIS CONTEMPORARIES ―
CHAGALL, KANDINSKY, KLEE

スイス、ドイツで活動した画家オットー・ネーベル（1892–1973）。ベルンのオットー・ネーベル財団

オットー・ネーベル展 シャガール、カンディンスキー、クレーの時代

ディンスキー、シャガールなど同時代の画家たちの作品も併せて紹介することで、ネーベルが様々な

APR 28–JUN 24
4 月 28 日 –6 月 24 日

画風を実験的に取り入れながら独自の様式を確立していく過程に迫る。若き日のバウハウス体験に始

の全面的な協力による日本初の回顧展が東京での開催に続き、京都でも開催される。クレーやカン

The Museum of Kyoto, Kyoto

京都文化博物館、京都

まり、素材やマチエールを追求し続けた画家ネーベルの知られざる画業を紹介する。

www.bunpaku.or.jp/

MAY // 5 月
DJ、アーティストのAgonisが主宰する、バーゼルを拠点とするインダストリアル・テクノやディー
プハウスを得意とするエレクトロ・ミュージックレーベル「Amenthia Recordings」。この春にア

AMENTHIA RECORDINGS
AMENTHIA RECORDINGS
MAY 1
Dommune, Tokyo
MAY 2
CONTACT, Tokyo
Dommune、東京
5月1日
5月2日
CONTACT、東京

ジアツアーを行い、オーストラリアや台湾、韓国などの国々でフェスティバルやクラブイベントに参
加する。

amenthia-recordings.net

LA FOLLE JOURNÉE TOKYO 2018

世界中から広く一流の音楽家が集い、短い公演時間の形式で開催するクラシック音楽の祭典「ラ・フォ

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018

ル・ジュルネTOKYO 2018」。今年のテーマ「モンド・ヌーヴォー新しい世界へ」にちなみ、スイ

MAY 3–5
5 月 3 日 –5 日

several venues in Marunouchi and Ikebukuro, Tokyo
丸の内、池袋エリアの各会場、東京

スの小説家で批評家のエティエンヌ・バリリエによる『「亡命」の音楽文化文化誌』（西久美子訳）

が本年の、日仏共通オフィシャルブックとして選出された。また、スイスの指揮者で音楽監督のカス
パル・ゼンダーは、クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団と共に参加する。

www.lfj.jp/lfj_2018

SWISS PUBLISHERS WEEK IN TOKYO

スイスと日本、両国の書籍・出版分野の交流とその促進を目的に、デザイン・建築関連書籍、児童

スイス・パブリッシャーズ・ウィーク

書、そして文学の三つの分野の編集者及び出版関係者がスイスより来日する。約1週間の滞在期間中

MAY
5月

several venues in Tokyo
代官山蔦屋書店、POST 他、都内にて開催予定

SHIZUKO YOSHIKAWA EXHIBITION: WHERE IS MY ISLAND

使館WEBにて後日案内。
www.eda.admin.ch/tokyo

詳細は大使館WEBにて後日案内

チューリヒを拠点に活躍する吉川静子（1934年生まれ）の半世紀以上の活動をまとめた作品集出版記
念展覧会。1961年に渡欧し、以降、スイスのデザイン界の歴史を身を以て体験した吉川の作品は、夫で

吉川静子「私の島は何処」展

MAY 17–27
5 月 17 日–27 日

に、スイスの書籍、出版業界の紹介や関連トークイベントなどを都内各所で開催する予定。詳細は大

あったグラフィックデザイナー、ヨゼフ・ミューラー・ブロックマンが確立したグリッドシステムに通

Axis Gallery, Tokyo

じる構成主義的な規律の中に、詩的で日本的な軽やかさをもつ。25点ほどの作品を展示予定。企画：

アクシスギャラリー、東京

ラース・ミューラー（パブリッシャー／グラフィックデザイナー）。

www.axisinc.co.jp

リトミック音楽教育の創始者として知られているスイス人の作曲家、エミール・ジャック = ダルク

THE 3RD JAQUES-DALCROZE CONCERT
第 3 回 ジャック = ダルクローズ コンサート

ローズ（1865–1950）。ジャック= ダルクローズ作品研究会による本コンサートでは、彼のシャンソ

MAY 30
5 月 30 日

www.triphony.com

Sumida Triphony Hall, Tokyo
すみだトリフォニーホール、東京

ン、ピアノ連弾作品、プラスティックアニメ、フルート作品、重唱作品などを演奏、紹介する。

Turning Beethoven's Ninth Symphony into a choreography? Maurice Béjart
took on the challenge in 1964, and exactly fifty years later, the company Béjart
Ballet Lausanne performed the masterpiece in Tokyo. This documentary
shows the history of the performance, the dedication of the dancers, and the
complexity of a daunting multicultural collaboration between Lausanne, the
Tokyo Ballet, and the Israel Symphony Orchestra conducted by Zubin Mehta.
The result is an exhilarating blend of music and dance.
www.synca.jp/db
This stop-motion movie, the first feature-length film directed by the Swiss
director Claude Barras, is finally screening in Japan. It was nominated for the
Best Animated Feature Film at the 89th Academy Awards and earned many
other international distinctions. The plot follows a boy s tribulations after his
mother s sudden death. The delightful stop-motion animation technique helps
create a poetic world that is complemented by the music of Swiss singer
songwriter Sophie Hunger.
boku-zucchini.jp
The Tokyo Engeki Ensemble, directed by Akiko Komori, will perform «Biedermann und die Brandstifter» («The Firebugs»), a classic theater play by Swiss
playwright and novelist Max Frisch (1911–1991) in a new translation by Koki
Matsuu. It is the Japanese premiere of this dark comedy that prompts serious
questions about how individuals are impacted by society and conformity, even
when this comes at great price.
www.tee.co.jp
Yann Becker is a Swiss photographer based in Japan since 2010. He exhibits the
photos of his own personal Japan: the places he has discovered and the people
he has met. «Shadow of a Dream» is the diary of a photographer who finds
out with every passing day that his life is very much like someone else's dream.
www.ymedia.ch/index.html
The Swiss artist Mickaël Lianza has been invited to create an installation as a
part of his residency at the Palais des paris. Through his work, Mickaël Lianza
generates narrative spaces from various influences such as architecture, literature, television series, video games and digital imagery. During this short period
in Japan, he took the opportunity to elaborate a textile structure inspired by
Japanese houses, as well as a virtual universe inhabited by artificial intelligence.
palaisdesparis.org www.lianzamickael.ch
The E.G. Bührle Collection in Zurich is one of the world's most highly regarded private art collection. After an absence of 27 years in Japan, this exhibition
returns with around 60 masterpieces including the «Portrait de Mademoiselle
Irène Cahen d Anvers (Little Irene)» by Pierre-Auguste Renoir, «The Boy in the
Red Waistcoat» by Paul Cezanne and «Waterlilies Pond» by Claude Monet.
Half of the works are exhibited in Japan for the first time.
www.buehrle2018.jp/english
A major figure of the Swiss and international contemporary art scene since
the 1980s, Miriam Cahn works with a variety of media (paintings, drawings,
photographs and cinematography) and has continuously questioned our relation to the body, gender and the natural order. This solo exhibition highlights
her photographs, some showing her own artwork, others taken around her
studio in Bergell, Graubünden.
www.wako-art.jp/top.php
The Ever Present Orchestra by Zurich University of the Arts (ZHdK) is dedicated to the presentation of works of composer Alvin Lucier. The orchestra
attempts to make Lucier s beating-pattern-focused instrumental music
approachable to a wide audience with its uncommon instrumentation of four
electric guitars, three saxophones, four violins and piano. With this tour, they
will present nine works by Lucier, including seven Japan Premieres.
antibo.org/blog/2018/02/03/2018-4-1-antibo-alvinlucier www.super-deluxe.com
Consisting of three leading figures of the European improvised music scene,
the DDK Trio will promote its new album «Cone of Confusion» to the Japanese public during an extensive tour taking place in the first half of April 2018.
The improvised music of Swiss pianist Jacques Demierre, German trumpeter
Axel Dörner and Swiss accordionist Jonas Kocher alternates between near-silent notes and eruptive sonic attacks. Members of the audience embarked in
this journey are warned to remain open to accidents and surprises.
jacquesdemierre.com www.jonaskocher.net axeldoerner.org
The Zurich-based music band Ikarus will be touring Japan for the second time
in April 2018. Ramón Oliveras (composer, drummer), Anna Hirsch (vocals),
Andreas Lareida (vocals), Lucca Fries (piano) and Mo Meyer (bass) form a musical organism that combines wordless vocals and instruments to perform minimal-grooves, psychedelic soundscapes and jazz-related interlocking rhythms.
ikarus.band invs.exblog.jp/26581521
Internationally active since the mid-2000s, Overload Collapse (Nicolas J.
Fasnacht, Nikola H. Mounoud) is back in Japan to celebrate a decade of
activities and exchange. Using only a laptop computer and an analog mixer,
Overload Collapse has relentlessly sought to explore the ever-expanding
realms of analog, digital and hybrid feedbacks (larsen). In its masterminds
own words, the style of the Swiss duo has gradually evolved from «a powerful harsh noise» to «an ultra-music without any conceding»
ooo.meovco.com
This is the first retrospective exhibition on the painter Otto Nebel (1892–1973)
to be held in Japan, in cooperation with the Otto Nebel Foundation in Bern.
The artist spent his career between Switzerland and Germany, and some of
his contemporaries works – including Paul Klee, Vassily Kandinsky and Marc
Chagall – will be showcased next to his, in order to shed light on the process
by which Nebel sought to establish his own style. The retrospective showcases Nebel s underappreciated artistic achievements, beginning with his early
Bauhaus experiences.
www.bunpaku.or.jp

The brainchild of DJ and artist Agonis, the electronic music label Amenthia
Recordings will undertake an Asian tour and join some renowned festivals and
club events in Australia, Taiwan, Korea and Japan. Amenthia is active in the
realms of industrial techno and deep house.
amenthia-recordings.net

La Folle Journée Tokyo is a celebration of classical music featuring a wide
range of high-level international artists who will perform short-format programs. This year s edition will revolve around the theme «Towards a New
World», inspired by «Exil et Musique» (Exile and Music), an essay by Swiss
author and critic Etienne Barilier. In addition, Swiss director Kaspar Zehnder
will perform together with the Transylvania State Philharmonic Cluj-Napoca.
www.lfj.jp/lfj_2018
With the aim to exchange and promote awareness of Swiss books in Japan,
Swiss publishers and editors from a variety of fields such as design, architecture, art, children and literature, will travel to Japan to take part in events and
book presentations in Tokyo. More information will be available on the web
page of the Embassy of Switzerland in Japan.
www.eda.admin.ch/tokyo
Hungry for experience in design and architecture as well as attracted by European post-war Modernism, Shizuko Yoshikawa, born in 1934, left Japan in 1961
to become the only female and one of few Japanese students at the famed
Hochschule für Gestaltung Ulm in Germany. She later moved to Switzerland
and worked as a designer for Josef Müller-Brockmann, pioneer of Swiss graphic
design, whom she married in 1967. She soon turned to art and became an influential figure in Swiss Concrete Art. Influenced by far eastern philosophy and
Japanese tradition, she complements rational and systematic concepts with a
poetic note, and creates her own genuine, individual art. Approximately 25 of her
works will be exhibited. Produced by Lars Müller (publisher/graphic designer).
www.axisinc.co.jp/english
Known for creating Eurhythmics, a music method based on the involvement
of the whole body, the Swiss composer Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950)
has influenced musical education throughout the world. The Jaques-Dalcroze
Study Group in Japan organizes a concert featuring some of his most
notorious pieces.
www.triphony.com

JUNE // 6 月
VIKTORIA MULLOVA WITH GENEVA CAMERATA

音楽監督のデイヴィッド・グレイルザマーを筆頭に、若い世代の才能豊かなソリストたちから構成さ

ヴィクトリア・ムローヴァ WITH ジュネーヴ・カメラータ

れるジュネーヴ・カメラータ。その幅広い演奏スタイルと楽曲の層、さらにダンスや演劇、ビジュア

JUN 10
6 月 10 日

ルアート等の企画でも注目を集めるスイスのアンサンブル。今回は、ヴァイオリニストのヴィクトリ

Musashino City Hall, Tokyo

ア・ムローヴァと共に来日し、メンデルスゾーンやベートーヴェン、さらにガーシュウィンの作品を

武蔵野市民文化会館、東京

披露する。

www.genevacamerata.com www.musashino-culture.or.jp

→ 展覧会/EXHIBITION //

→ 講演会/LECTURE //

→ 舞台芸術/PERFORMING ARTS //

Led by conductor David Greilsammer, the Geneva Camerata is composed
of young and creative musicians who perform repertoire of all periods and
styles, eventually bringing dance, theatre and visual arts into their multidisciplinary approach. For this concert, they will perform music from Mendelssohn, Beethoven and Gershwin together with the violinist Viktoria Mullova.
www.genevacamerata.com

→ 映画/FILM

→ 音楽/MUSIC /

→ シンポジウム/SYMPOSIUM

EMBASSY OF SWITZERLAND
5-9-12 MINAMI-AZABU MINATO-KU, TOKYO 106-8589, JAPAN
PHONE +81 3 5449 8400 // FAX +81 3 3473 6090
TOK.VERTRETUNG@EDA.ADMIN.CH
WWW.EDA.ADMIN.CH/TOKYO
SUPPORTED BY:

Japan-Swiss Society

Mickaël Lianza:
Magrathéa Project
Until APR 22

Alvin Lucier &
Ever Present Orchestra
APR 1–4

Ikarus Band
Japan Tour
APR 11–15

Overload Collapse:
OC X Japan
APR 14–30

Shizuko Yoshikawa
Exhibition:
MAY 17–27

