
資料 1 AVIAMAレセプション（2018年 8月）プレゼンテーション（英語・日本語訳） 

     

 

１．オープニングクイズ  

What puppet show is this? Some of you might have already heard this story and the music associated 

with this story. Exactly! This is “The Nutcracker.” It is one of the most well-known stories with puppets. 

The music associated with Nutcracker is frequently broadcast on TV, and its ballet show has been 

popular in Japan for a long time. How about in your regions? 

この人形劇は、何というタイトルでしょう？この物語や、この音楽を耳にしたことがある

人もいるはずです。その通り！「くるみ割り人形」です！世界で最もよく知られている人形

劇の一つですよね。日本では、この演目に関連する音楽は度々テレビでも放送されますし、

バレエの作品としても長い間人気を誇っています。あなたの国や地域では、いかがですか？ 

 

２．津田塾大学の紹介  

We are students of Tsuda University in Tokyo. It takes about 4 hours by bus from our school to get here, 

IIDA. Although we live a bit far away, we are the ones who are fascinated with this puppet festival, 

especially with such a lot of puppet performances coming from all over the world. On behalf of our 

university, we would like to welcome you here today. 

私たちは東京の津田塾大学の学生です。私たちの学校から飯田市に来るには、バスで約 4

時間もかかります。いささか遠い距離ではありますが、私たちは人形劇フェスティバル、特

にこのような世界中から様々な人形劇が集まる機会に強く関心を持っています。大学を代表

して、私たちが皆さんを歓迎いたします。 

 

３．プレゼンテーションの目的 

We are going to talk about the characteristics of a variety of puppets and their history in each of the 

participating region. Through this presentation, we hope that this interesting puppet culture can be 

passed on to future generations.  

Here, we are looking forward to finding some hints which are useful for more active collaboration 

between puppet cities. So, let’s enjoy puppet journey with Poh, who is the mascot of Iida Puppet Festa. 

And let’s find some seeds for further development in the puppet’s future together! 

私たちがこれから話すのは、各都市の人形劇の多様性とその歴史についてです。私たちは

このプレゼンテーションに、人形劇が次の世代につながっていくように、との願いを込めま

した。人形劇の都市同士がより活発に連携できるようなヒントが見つけられればと思ってい

ます。では、いいだ人形劇フェスタのキャラクター、ぽぉと一緒に、人形劇の旅に出かけま

しょう。そして一緒に、人形劇の未来の発展につながる種を見つけていきたいと思います。 

 

４．シャルルヴィル・メジェール市（フランス） 

Charleville-Mézières is located in the north of France. It is a commune which has made a great success 

by puppetry collaboration. You cannot talk about this commune without mentioning Ecole Nationale 

Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) founded by Jacques Félix. Students from all over the 



world come to ESNAM to pursue high quality puppet study. That is why ESNAM is a very competitive 

school. Do you know how difficult it is to get in? Let's have a guess on the acceptance rate from 3 

choices! 

A. 4 times/ B. 7 times / C. 10 times 

The answer is…C. 10 times! 

シャルルヴィル・メジェール市は、フランスの北部に位置しています。ここは人形劇の活

動を通して大きな成功をおさめた地方自治体です。この都市のことを話すには、ジャック・

フェリックス氏が設立した国立人形劇高等学校、ESNAM の話は外せません。世界中の学生

がハイレベルな人形劇の勉強を求め、この ESNAM にやってきます。それにより、非常に倍

率が高い学校になっているのです。どれくらい難しいか知っていますか？三つの選択肢の中

から、この学校の倍率を当ててみてください。 

A 4倍 ／ B 7倍 ／ 10倍 

答えは…なんと Cの 10倍です。 

 

Why are so many students coming to this school even though it is hard to enter? This is because 

Charleville-Mézières welcomes various traditional puppetry techniques of the world. They have even 

learned from Japan! Now students in ESNAM can learn Bunraku techniques in a special lecture taught 

by Japanese puppeteers. In the 1990s, Japanese Bunraku technique was introduced to the West. Inspired 

from the technique, Western puppeteers' interests moved from “how to perform by USING puppets" to 

"how to perform WITH puppets." 

ここまで入学が難しいのに、なぜ多くの学生が目指すのでしょうか。それは、シャルルヴ

ィル・メジェール市が、世界中の人形劇の様々な伝統技術を受け入れているからです。その

中には日本の技術も含まれています。ESNAM の生徒は、日本の文楽の技術を特別講義の中

で学ぶことができます。1990年代、日本の文楽の技術が西洋に広まっていきました。ここか

ら、「人形をどう見せるか」ではなく「人形とどう演じるか」に関心が置かれるようになり

ました。 

 

５．プルゼニ市（チェコ共和国） 

Mr. Jakub, who is from the Czech Republic, is the manager of the ALFA Puppet Theater. Since 1970, 

the theater has undertaken over 100 foreign tours, mostly in the last ten years. 

本日チェコからいらっしゃっているジャコブさんは、ALFA 人形劇場の支配人です。1970

年以降、特にここ十年の中で、海外公演を 100回以上実施しています。 

 

They are also proud of their traditional puppets. The Czech Republic was dominated by neighboring 

countries such as Germany and Austria in the past. From the 16th to19th century, the use of Czech 

language in public space was even banned. However, in puppetry, the use of Czech language was still 

allowed. Why? That is because the rulers did not think that puppetry had any political significance. 

Therefore, they disregarded the content of puppet shows. Since this era, political satire and social 

messages have been incorporated into Marionette, using Czech language-specific phrases that are 

unknown to people from Germany and Austria. 



チェコの人たちは自分の人形劇に誇りを持っています。チェコには、ドイツやオーストリ

アなどの近隣諸国から支配されていた過去があります。16 世紀から 19 世紀まで、公共の場

でチェコ語を話すことは禁じられていました。しかし、人形劇の中ではチェコ語を使うこと

が許されていたのです。なぜでしょうか。人形劇はたいして政治的な影響力が無いと支配者

たちが思ったからです。そのため人形劇の中身を重要視しませんでした。この時代から、チ

ェコ語を用いた政治の風刺・社会的メッセージが人形劇に組み込まれるようになりました。 

 

"Kašpárek" has been very popular among people all over the city since that time! Clowns called 

Kasparek trick rivals with a sense of humor associated with honesty. It is indispensable for political 

satire. He may encourage everyone to overcome any difficulties in this movie. I want Kasparek to 

continue to perform in this era.  He is still a very reliable hero ! 

カシュパレックは、その時からチェコ中で人気の人形です。カシュパレックと呼ばれる道

化が、どこか正直さを感じさせながらも、ライバルをトリックに陥れていきます。政治の風

刺には不可欠な存在でした。彼はこの動画の中で、どんな困難にも立ち向かえるように、み

んなを応援しています。今の時代にもいてほしい、頼れるヒーローなのです。 

 

６．セビリア市（スペイン） 

This is a very interesting puppet figure in history. Seville was one of the most important cities for 

centuries. People could trade food and resources there. So, this city has appeared in many works. Here’s 

the question. Which is the correct title of this opera? 

A. The Barber of Seville/ B. The Florist of Seville/ C. The Tailor of Seville 

The answer is A, “The Barber of Seville”. The puppets of this picture were on air in 1994 and the show 

was broadcast by BBC. Seville has formed a special tie with the United Kingdom through puppets. 

人形劇が歴史の一面を持っているのは、実に興味深いですね。セビリア市は何世紀にも渡

って最も重要な都市の一つでした。人々はこの場所で食べ物や資源の交易を行っていました。

そのため、この都市は多数の人形劇作品で物語の舞台となっています。ここで問題です。こ

のオペラのタイトルはなんでしょう？ 

A セビリアの美容師／B セビリアの花屋／C セビリアの仕立て屋 

答えは Aの『セビリアの美容師』です。この画像は 1994年に BBCで放送されました。セ

ビリアは人形劇を通じてイギリスと特別な絆を結んだのです。 

 

We can feel the power of puppets. Puppets can connect the city and the world. Another example in 

Seville is the puppet festival, like the one we have here, in IIDA. Similarly, Seville has also held feria 

internacional del Títere de Sevilla for 38 times, and this festival was joined by Argentina, Chile, 

Colombia, Italy, Portugal and Spain this year. These puppets were used in this festival, and this is the 

image of Teatro Alameda. 

人形の力を感じることができます。人形は都市と世界を結びつけることができるのです。

今この飯田市で開催されているような人形劇フェスティバルも例として挙げられます。セビ

リアでも、セビリア国際人形劇祭という人形劇フェスティバルがあります。この人形劇フェ

スティバルはすでに 38 回開催されており、今年はアルゼンチン、チリ、コロンビア、イタ



リア、ポルトガルそしてスペインが参加しています。これらの人形はこの人形劇フェスティ

バルで実際に使われました。そしてこれがアラメダ劇場の写真です。 

 

７．トローサ市（スペイン） 

Like Seville, Tolosa, another Spanish city also held a puppet festival last year. The festival was named 

“Titirijai” and was joined by Argentina, the Canary Islands, Brazil, Italy, Norway, Spain and 

Switzerland. This is the pamphlet. Look at these sentences. There are two languages, aren’t there? From 

the special use of the Basque language in it, we can sense Basque people’s deep love for their land. 

セビリア市のように、トローサ市という別のスペインの都市にも人形劇フェスティバルが

あります。その人形劇フェスティバルは「ティティリハイ」と呼ばれ、アルゼンチン、カナ

リア諸島、ブラジル、イタリア、ノルウェー、スペインそしてスイスが参加しました。これ

がその時のパンフレットです。文章をよく見てみてください。２つの言語が書かれていませ

んか？トローサが位置するバスク地方の言葉であるバスク語がこのように大切に使われてい

るところからも、バスクの人々の郷土愛が伝わってきます。 

 

Japanese participants have also taken active roles in puppet festivals. For example, at Titirijai of 2010, 

Hitomiza performed “Otome Bunraku,” which is played only by women. At the UNIMA World Puppet 

Festival in Tolosa 2016, Kakashiza played “Hand Shadow ANIMARE” using only their bodies and 

shadows. 

日本からの参加団体もこの人形劇フェスティバルで重要な役割を担っています。例えば、

2010年のティティリハイでは、ひとみ座が女性のみが人形を操る「乙女文楽」を上演しまし

た。2016 年のトローサ UNIMA 国際人形劇フェスティバルでは、かかし座が自身の身体とそ

の影のみを使った『ハンドシャドー・アニマーレ』を披露しました。 

 

Why can they host such great international puppet festivals successfully? One of the reasons is the 

support from the Puppet Center. Tolosa Puppets International Center (TOPIC) is the only integrated 

center dedicated to puppetry in Europe. The international puppetry festival, Titirijai started about 30 

years ago. Since then, a lot of knowledge of puppetry has been one of the assets of the city. This is a 

promotion video by TOPIC. TOPIC has an important collection of puppets which are from different 

countries and handled by different techniques. Tolosa has taken a key role in preserving the materials 

and traditions of puppets. 

なぜトローサ市はこのような素晴らしい人形劇フェスティバルを成功させることができた

のでしょうか？その理由の一つは人形センターの支援にあります。トローサ人形国際センタ

ー（TOPIC）は、ヨーロッパの人形劇専門のセンターです。国際人形劇フェスティバルであ

るティティリハイがおよそ 30 年前に始まりましたが、その頃からトローサには人形劇の知

識が蓄えられ始めました。現在では都市の資産の一つとも言えるこの知識を集約させて作ら

れたのがTOPICです。TOPICのプロモーションビデオをお見せしましょう。TOPICには様々

な国から寄贈された、様々な操作方法を要する人形の重要なコレクションが展示されていま

す。トローサは人形の素材や伝統を継承していく上で重要な役割を果たしています。 

 



８．ビャウィストク市（ポーランド） 

Białostocki Teatr Lalek, BTL, the oldest puppet theater in Poland, has sought innovation in making 

puppet shows. BTL started as an amateur puppet theater and has grown to one of the leading puppet 

theaters in Poland. In 1960s, BTL was managed by a producer named Joanna Piekarska. Her successor, 

Krzysztof Rau took over the job, and made efforts to expand the theater’s repertoire not only for children 

but also for adults. 

ポーランドで一番古い人形劇場 Białostocki Teatr Lalek（BTL）は人形劇作りにおいて常に

革新を追求してきました。BTL はアマチュア人形劇団として始まり、現在ではポーランドを

代表する人形劇団となっています。1960 年代には、ジョアンナ・ピカルスカが BTL を運営

していましたが、その後、クリストフ・ロウが引き継ぎました。当時人形劇は子供のための

娯楽でしたが、クリストフ・ロウは大人向けの人形劇を制作することで劇場のレパートリー

を広げました。 

 

In 1972, BTL organized the first nationwide competition of solo puppet performance in Poland. Thanks 

to the big success of the competition, it became the International Festival of Puppeteers. 

BTL has continued its creative output. In addition, BTL has been very energetic to realize international 

collaboration and to hold workshops for artists. 

1972年、BTLはポーランドで初めてソロの人形遣いによる大会を開きました。大成功に終

わった大会は国際フェスティバルになりました。BTL は現在も創造的な作品作りを続けてい

ます。さらに、国を越えた共同制作の実現や、人形劇アーティストのためのワークショップ

開催など、エネルギッシュな活動をしています。 

 

９．トゥルナイ市（ベルギー） 

Now, let's conclude the European area with Tournai from Belgium! Tournai is one of the oldest cities 

in Belgium. It is located near the border between Belgium and France. A traditional puppet called 

poriginelles has been developed since Savoy Jorio Family moved there in 1850. In the past, poriginelles 

was just a local attraction. But today, Center Marionnette Federation Wallpnie-Bruxelle was established 

to bring the puppet culture into the digital age and to pass the torch to the next generation among global 

audience. 

それでは、ヨーロッパの最後はベルギーの都市、トゥルナイで締めくくりましょう！トゥ

ルナイはベルギーの最も古い都市の一つで、ベルギーとフランスの国境付近に位置していま

す。1850年、サヴォイ・ジョリオ家がこの地に移住したことをきっかけに、ポリジネルと呼

ばれるベルギーの伝統的な人形劇が発展してきました。ポリジネルは地元住民を観客の対象

にした小規模な人形劇でした。しかし、現在ではウォルプニー・ブリュッセル人形劇センタ

ーが設立されたことで、最新の科学技術と融合した新たな人形劇文化づくりが行われており、

ベルギーの人形劇はより世界の観客を対象にした文化へと変化を遂げています。 

 

The center has more than 2,500 collections of puppets from all over the world. In addition, the center is 

the member of the Numeric’s Art Puppetry Project which is co-funded by E.U. In this project, Tournai 

invites foreign puppet artists in order to create new style of puppets that combines puppet art with digital 



art.  

このセンターは、全世界から集めた2500体もの人形コレクションを有しています。また、

EU が共同出資する「ニューメリック・アート・パペットリー・プロジェクト」に参加する

団体の一つでもあります。国外の人形芸術家を招へいし、伝統的な人形芸術と最新のデジタ

ルアートが融合した、全く新しい人形劇を世に送り出しているのです。 

 

Also, we want to introduce the cute Belgian puppet character called “Bla-bla.” From 1994 to 2010, “Ici 

Bla-bla”, Belgian TV program was broadcasted by RTBF, a public broadcasting service. Bla-bla is name 

of a cheerful puppet who lives in a computer. Bla-Bla responds to all, sometimes crazy requests from 

the various characters who come to ask for help. Tournai tries to attract new audience in unique ways. 

Now let's find out more about different approach in Asia!! 

ここでさらに、ベルギーの可愛いパペットキャラクター、「ブラブラ」を紹介したいと思

います。1994 年から 2010 年にかけて、ベルギーのテレビ番組、『ここにブラブラがいるよ』

が公共放送 RTBF で放送されました。ブラブラはコンピューターに住む陽気な人形です。ブ

ラブラはどんな質問にも対応し、彼に助けを求めにきた多様なキャラクターの時におかしな

要求にも答えます。このように、トゥルナイは独自の方法で新しいファンを惹きつけようと

しています。 

それでは、アジアではどんな人形劇の取り組みがなされているのでしょうか？さらに見て

みましょう！ 

 

10．「ぽぉ」の旅 ～ヨーロッパからアジアへの移動～ 

Next area is Asia, a region where puppet culture collaborates with modern technologies like in Tournai 

and they are popular among the youth. Let’s check it out! 

次の地域はアジアです。ベルギーのトゥルナイ市のように、アジアでも人形劇文化が現代

のテクノロジーと融合しています。また、アジアの人形劇文化は若者にも人気です。詳しく

見ていきましょう! 

 

11．雲林縣と高雄市（台湾） 

Yunlin county and Kaohsiung city are well known for their puppet culture in Taiwan. Their puppet 

shows are referred to as“布袋劇 (Puutaishi)” and “皮影劇  (Piinshi).” Let’s find out about their 

characteristics!  

Puppets in Taiwan has a long history. It has started when the Chinese imperial examination, a selection 

scheme to become a civil servant, was still in practice. 

雲林縣と高雄市は、台湾において人形劇文化で有名な都市です。「布袋劇」と「皮影劇」

が代表的です。それぞれの特徴に迫りましょう! 

台湾の人形劇には長い歴史があります。科挙が実施されていた頃から始まりました。 

 

Puutaishi was started when students who failed the exam tried to put words in puppets’ mouths in order 

to mock social conditions and politics with irony at that time. Puppeteers used to mainly have street 

performance. After World War II, since such open street style was forbidden by the government, 



puppeteers were forced to build theaters for their performance. After that the sales of puppet shows have 

increased remarkably, puppets theaters in Taiwan started to show on topics related to humanity, 

resentment, gratitude and revenge and so on. Such topics have successfully grabbed hearts of many 

audience. 

布袋劇は、科挙に落ちた学生が当時の社会的情勢や政治への不満を、人形の口を使って、

皮肉を込めて述べるために始まりました。かつて人形遣いは路上でパフォーマンスをしてい

ました。第二次世界大戦後、政府によって路上での上演は禁止され、彼らは人形劇を続けて

いくために劇場を建てざるを得なくなりました。以降、台湾での人形劇は人間性、恨み、感

謝、復讐などを題材にした作品を上演するようになり、人形劇の収益は著しく上がりました。

それらの人形劇は多くの観客の心をわしづかみにしたのです。 

 

On the other hand, about 300 years ago, Piinshi was introduced to South of Taiwan from China. Puppets 

of Piinshi are shed lights from their back, and their shadows are displayed on a screen. In Kaohsiung, 

people have made effort into this technique. The cultural alliance between Kaohsiung and IIDA has 

been tight through the Piinshi puppets. 

布袋劇に対して、約 300 年前に皮影劇が中国から台湾の南方に伝わりました。皮影劇は、

人形の後方から光を当て、影をスクリーンに映して上演します。高雄市では、人々はこの技

術の習得に力を入れています。高雄市と飯田市との文化的結びつきは、皮影劇を通して強く

なってきました。 

 

These days, the target audience of Taiwan’s puppet shows has been focused on the youth, or the ages 

enjoying digital techniques. Now, even CG collaborates with puppets. So, let’s have a look at this video 

clip. 

How cool it is!! We can enjoy this culture not only in TV broadcasts, but also in movies and PC games. 

In broad range of Taiwanese media, we will encounter with these spectacular entertainment through 

puppet shows. We look forward to the evolution of Taiwan’s puppet shows. 

今日、台湾の人形劇の観客ターゲットは若者やデジタル技術に興味のある人々です。今や

人形劇は CGともコラボを果たしています。一例として、次の動画をご覧ください。 

かっこいいですよね！この台湾の人形劇文化をテレビ番組だけではなく、映画やパソコン

ゲームでも楽しむことができます。台湾の幅広いメディアで、人形劇を通して、これら大迫

力のエンターテイメントに出会うことができます。台湾の人形劇のさらなる発展から目が離

せません! 

 

12．春川市（大韓民国） 

Here is another country we cannot miss! 

The origin of Korean puppetry has not been determined, but it can be dated back to the times of Goryeo, 

during the 10th century. Among string puppets, rod puppets and glove puppets, rod puppets are still in 

use in present times. This puppetry is a traditional Korean puppetry, Namsadang. 

ここにも見逃せない国があります！ 

韓国の人形劇の起源ははっきりとは分かっていません。しかし少なくとも 10 世紀から始



まる高麗の時代までは遡ることができます。糸繰り人形、棒人形、手人形のうち、棒人形が

現在に受け継がれています。今ご覧頂いている動画は韓国の伝統的な人形劇、ナムサダンで

す。 

 

The development of Korean puppetry was led by the establishment of UNIMA-Korea in 1979. Around 

1990s, puppet performers and local organizers have started holding puppet festivals in every part of 

South Korea. 

韓国の人形劇の発展は 1979年、UNIMA韓国の設立によりもたらされました。1990年頃か

ら、人形遣いや地元の主催者により韓国の至る所で人形劇フェスティバルが開催されるよう

になりました。 

 

Chuncheon Puppet Festival is one of the three major puppet festivals in East Asia. This festival started 

in 1989. Since then, not only domestic but also international puppet teams have participated in this 

festival. Chuncheon Puppet Festival has maintained a strong connection with IIDA. For instance, 

Kumsol Puppetry Arts Institute and Maruhan Puppetry Company, from Korea, have just finished playing 

puppetry at this Iida Puppet Festa, and they are going to play in Chuncheon, too. 

春川人形劇祭は東アジア三大人形劇祭の一つに数えられます。この人形劇祭は 1989 年に

始まって以来、国内だけでなく国外の人形劇団も参加しています。また、春川人形劇祭は飯

田と強い結びつきを築いてきました。例えば、今回いいだ人形劇フェスタで公演を行ったク

ムソル人形芸術研究所とマルハン人形劇団は、春川人形劇祭でも公演を行う予定です。 

 

13．大阪市（日本） 

Finally, we would like to introduce Japanese puppets. Let's start from Osaka. Actually, Japanese puppet 

was originated in Osaka. Gidayu, which was created by Gidayu Takemoto, is a chanted narration along 

with the sounds of Shamisen, a traditional Japanese musical instrument. There are three types of 

Shamisen, and Gidayu needs Hutozao which is bigger than others. The Hutozao shamisens are also used 

in famous puppet called Kuroda puppetry here, IIDA. 

最後に、日本の人形劇について紹介します。まずは、日本の人形劇の起源である大阪から

始めましょう。（人形浄瑠璃には）竹本義太夫により始まった義太夫が用いられます。この

義太夫とは日本の伝統楽器である三味線の伴奏にセリフを載せるものです。三味線には三種

類あり、義太夫では太棹という大きい三味線が用いられます。太棹三味線は、ここ飯田で有

名な黒田人形劇でも使われています。 

 

In the 18th century, there were several puppet companies in Osaka. Bunraku trope integrated the special 

music and techniques of others. Now, Bunraku trope has become the most famous and traditional puppet 

performances in Japan. 

18世紀、大阪には複数の人形劇団がありましたが、「文楽座」が他の劇団固有の音楽や技

術を統合し、今では文楽座が日本でもっとも有名かつ伝統的な人形劇となっています。 

 

There is a puppet festival in Osaka which is similar to this Iida Puppet Festa every year. This festival is 



held in temples and parks around Tennoji-temple. The spirits of puppetry since 17th century are still 

fascinating local people. 

大阪にも、今回のいいだ人形劇フェスタと同様の人形劇フェスティバルが毎年あります。

天王寺周辺の寺や公園で開催されており、17世紀から続く人形劇の精神は、今なお、地元の

人々を魅了しています。 

 

14．瀬戸内市（日本） 

In Setouchi City, in honor of the feat of Setouchi native doll maker, Kinosuke Takeda, "Kinosuke puppet 

festival" is held in every August. In this festival, some elementary school students and adults give 

performances to raise the cultural awareness. This year, Kinosuke Festival celebrated its 30th 

anniversary, becoming more and more well-known to people in Setouchi City. Kinosuke dolls are 

famous with their accurate handling techniques of strings. The detailed movements even visualize the 

emotion of each puppet. 

瀬戸内市では、瀬戸内出身の糸操り人形師である竹田喜之助の偉業を讃えて、「喜之助人

形劇フェスタ」を毎年 8 月に開催しています。このフェスティバルでは、大人はもちろん小

学生たちも公演を行い、住民たち自身の文化意識を高めています。「喜之助人形劇フェスタ」

は今年30周年を迎え、瀬戸内市に住む人々にますます知れ渡るようになっています。また、

竹田喜之助氏が作った人形は、人形遣いが操る糸の正確かつ高度なテクニックで有名です。

繊細な動きは、人形それぞれが持つ感情を具現化しているようです。 

 

This movie is a story of a little orphan girl and a fairy of snow, named Yukinko. They once became 

close friends with each other, but suddenly, one unexpected accident separated them. It is such a sad 

story. 

この映像は、小さな孤児の女の子と、「ゆきんこ」と名付けられた雪の妖精の物語です。

二人は一度親友になりますが、突然予期せぬ出来事によって離れ離れになってしまうという

悲しいお話です。 

 

Speaking of a sad story, last month, a disaster caused by heavy rain occurred in western Japan. Setouchi 

City was also seriously damaged. Therefore, at the Kinosuke Festival next week, puppeteers hope to 

heal and cheer those who suffered from the disaster by pleasurable puppet shows and fund-raising. 

悲しい話といえば、先月、豪雨が西日本を襲い大きな災害が起こりました。瀬戸内市もま

た、深刻な被害を受けました。来週行われる「喜之助人形劇フェスタ」で、人形遣いの皆さ

んは楽しい人形劇と募金活動によって、災害で苦しんでいる人々を癒し、元気づけたいと願

っています。 

 

15．南あわじ市（日本） 

It’s question time again! Where is said to have been born first in Japan?—A. Hokkaido/B. Sado Island/ 

C. Awaji Island/ D. Kyushu 

The answer is ... C. Awaji Island! 

またまたクイズの時間です。日本列島で最初に生まれたとされている島はどこでしょう？ 



A北海道、B佐渡島、C淡路島、D九州 

正解は…Cの淡路島です！ 

 

According to Kojiki, the oldest historical record in Japan, Awaji Island was made first in Japan by the 

two pillars God, Izanagi and Izanami. The Puppet Show in Awaji Island began at a shrine dedicated to 

the god’s son, Ebisu. Ebisu is fishing a snapper and dancing with a song in the video. 

日本最古の歴史書である古事記によると、淡路島は二柱の神によって日本で一番初めに作

られました。神の名前は、イザナギノミコト・イザナミノミコトです。淡路人形芝居はその

神の息子である「恵比寿様」を称えた神事として始まりました。この映像の中で、踊り、歌

を歌いながら鯛を釣っているのが恵比寿様です。 

 

The Awaji Puppet Show showed the heyday in the 18th century but it was steadily declining because 

new diverse entertainment won the hearts of people. However, local experts have tried not to let Awaji 

dolls fade away. Then the revival of traditional puppet elements has begun. The performances have been 

authorized as "an Important Intangible Folk Cultural Property" by the national government. 

Subsequently, successor organizations such as youth volunteers try to raise the momentum towards 

puppet revival. To see its great progress, do not miss the upcoming Awaji Puppet Show! 

淡路人形芝居は 18 世紀に盛り上がりを見せましたが、その後、新興の多様な芸能が大衆

の人気を奪いだし、静かに衰退していきました。しかし、地元淡路の専門家が淡路人形芝居

を絶やさない活動を続け、伝統的な人形文化の復興が進んできました。淡路人形芝居は、

「国の重要無形民俗文化財」に認定されるまでになりました。その後も、若者の有志による

後継者団体などが復興を支える動きを進めています。これからの淡路人形の発展も、見逃せ

ません！ 

 

16. 浜松市（日本） 

When referring to puppet shows in Hamamatsu City, it is definitely the Inasa Puppet Festival. Inasa is 

a part of Hamamatsu City. The Inasa Puppet Festival is the second biggest puppet festival in Japan, 

next to Iida Puppet Festa. In its 28th festival in 2016, a famous puppet show in Japan won the prize as 

“the most interesting puppet show.” Which show won the prize? Please choose from three choices. 

A. Sherlock Holmes/ B. Hyokkori-Hyotanjima/ C.  The Nutcracker 

The answer is B. Hyokkori-Hyotanjima. It was broadcasted on TV throughout the years and became 

very popular in Japan. It was the story of adventures on a gourd-shaped island. 

 

浜松市における人形劇といえば、それは「いなさ人形劇まつり」でしょう。いなさという地

域は、合併により現在浜松市の一部となっています。「いなさ人形劇まつり」は、いいだ人

形劇フェスタの次に大きな人形劇フェスティバルで、日本で 2番目の規模を誇ります。第 28

回（2016年）では、ある有名な日本の人形劇が「おもしろ人形劇大賞」に輝きました。その

人形劇とは一体なんでしょうか？ 

A. シャーロックホームズ／B. ひょっこりひょうたん島／C. くるみ割り人形 



正解は、B.のひょっこりひょうたん島です。この人形劇はテレビでも放映され、ひょうたん

の形をした島でのにぎやかな冒険物語は、日本で大変な人気を博しました。 

 

Puppet shows in Inasa was started by Mr. McGill, a shadow puppeteer from New Zealand. Her shows 

marked the beginning of the Inasa Puppet Festival and have been loved by people. Like Charleville-

Mézières in France, the tradition of puppet shows started from the passion of a single person. 

Thanks to Ms. McGill's works, people in Inasa began to feel the joy brought by puppet shows, and 

they have been promoting this puppet culture throughout the town over the years. Like IIDA, Inasa 

also has a strong mutual relationship between the locals and the local government. 

この人形劇まつりのきっかけを作ったのは、ニュージーランドからやってきたマギルという

一人の影絵人形劇師です。彼女の演目は「いなさ人形劇まつり」のはじめを飾り、人々に愛

されています。一人の情熱から地域全体の人形劇文化が発展していった点は、フランスのシ

ャルルヴィル・メジェール市と似ているものがありますね。 

マギル氏の作品により、いなさの人々は、人形劇がもたらす楽しみ・喜びを感じるようにな

り、以来、地域全体で人形劇文化を盛り上げていこうという動きを続けています。飯田と同

様に、いなさでも地元住民と自治体間の強い結びつきがあります。 

 

17．現代社会と人形劇 

There are a great variety of puppets gathered in this festival once a year. It is a precious opportunity for 

everyone to get to know more about puppet culture. Poh has also been able to enjoy this puppet journey 

with you. 

多種多様な人形が 1 年に 1 度、世界中からこのいいだ人形劇フェスタにやって来ます。全

ての人にとって、人形劇文化を知るとても貴重な機会です。ぽぉもこの多様な人形劇を見聞

する旅をあなたと一緒に楽しみました。 

 

To make this presentation, we have done some research on puppet culture. We have gradually come up 

with a question in our mind: “What kind of puppet culture is needed to satisfy the demand of people in 

modern society?” As what we have introduced so far, puppet shows can be tourist attractions in many 

places. But it is not the only attractions of puppet and puppet shows. 

私たちはこのプレゼンテーションを作るために、人形劇文化について様々なリサーチを行

いました。そのなかで段々と、私たちの心の中に１つの疑問が浮かんだのです。「現代社会

を生きる人々を満足させるために、どのような人形劇文化が求められているのか？」これま

で紹介してきたように、人形劇は多くの地域で観光資源になり得ます。しかしそれだけでは

ありません。 

 

For example, why do we adults enjoy puppet shows? We sometimes see some ironic messages from 

puppet shows. We, however, see them as entertainment in many cases, as some comical movements of 

puppets buffer criticism and resentment. 

例えば、なぜ大人が人形劇を楽しむのでしょうか？時に人形劇には皮肉を込めたメッセー

ジが含まれていることがあります。しかし多くの場合、人形の滑稽な動きが批判や腹立たし



さを和らげることにより、私たちは人形劇をエンターテイメントとして楽しむことができま

す。 

 

Indirectness is actually what we rely on in our daily lives. For example, it is very easy for us to write 

some text messages by using face stamps in SNS. These stamps, like puppets, represent what we feel 

indirectly. 

実際、間接性は私たちの生活の中でとても重要なものです。 

例えば、SNS でメッセージを送る際に絵文字やスタンプを使用することで、間接的に思いを

相手に届けることができます。絵文字やスタンプのように、人形劇も私たちの伝えたいメッ

セージを間接的な方法で観客に届けます。 

 

In addition, what can puppets work for children surrounded by digital appliances? How can we promote 

puppet culture among those children? We would like to make two suggestions. First way is to integrate 

puppet shows with the current technologies such as computer graphics or virtual reality. Second way is 

to raise children’s awareness on puppet culture by giving them more opportunities to experience puppet 

shows in life. 

では、デジタル製品に囲まれている子供たちに、人形劇は何ができるでしょう？どうすれ

ば子供達たちに人形劇を広められるでしょう？私たちから 2 つの提案をしたいと思います。

１つ目は、CGや VRのような最新技術と人形劇を融合させることです。2つ目は、子供達の

人形劇に対する関心を高めるために、人形劇を体験する機会をより多く与えることです。 

 

Mr. Yuki Isshi, who is one of professional string puppet performers of this festival, said, “In order to 

better adapt to the modern society, it is essential to revitalize puppet culture and to continue to produce 

new works by the integrated use of traditional techniques and new experiences.” 

このいいだ人形劇フェスタに参加している糸操り人形遣いの結城一糸さんはおっしゃって

いました。「現代社会に適合するには、人形劇文化に新たな息を吹き込むこと、伝統的な技

術と新たな経験を融合させた新たな作品を作り続けることが不可欠である」と。 

 

Being part of the modern society, we believe puppet shows can touch people’s hearts as long as they 

can reflect the unique culture and social backgrounds of our times. Also, new puppet fans like us will 

continue to support the puppet shows. We hope that our presentation would be the seeds for further 

development in the puppet’s future. Thank you for listening. 

現代社会の中で、人形劇が独自の文化と現代の社会的背景を反映し続ける限り、私たちは

人形劇が人々の心を打ち続けると強く信じています。そして私たちのような新たな人形劇の

ファンも人形劇文化をサポートし続けます！私たちのプレゼンテーションが少しでも、未来

に向けた人形劇の発展の種になれば幸いです。ありがとうございました。 

 

 

 

 



プレゼンテーション使用動画および参考文献 

【使用動画】 

１．オープニングクイズ 

Classic-Intro Net. (2016, March 6). Casse noisette (marionettes) [Video clip of Nutcracker]. Retrieved 

from https://www.youtube.com/watch?v=uSQvR3h3Go4&t=1192s 

 

４．シャルルヴィル・メジェール市（フランス） 

Type100g. (2012, January 21). 「文楽『心中天網島』河庄 6」[Video clip of Bunraku scenes]. 

Retrieved from  https://www.youtube.com/watch?v=RMh-pwqBxJ8 

 

５．プルゼニ市（チェコ） 

Igi Sivi. (2014, March 10). Trailer—Film/Movie "Probudjene lutke"/"Awakened Puppets" (English 

subtitle) [Video clip of Kasparek]. Retrieved from  

https://www.youtube.com/watch?v=_ooqIRmTXrI 

 

６．セビリア市（スペイン） 

Humberto, Manuel. (2017, June 27). The Barber of Seville - 1994 (BBC) [Video clip of The Barber of 

Seville]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=RS4GlxJyDMs&t=136s 

 

７．トローサ市（スペイン） 

TOPIC, Tolosa. (2014, February 27). TOPIC. Tolosa Puppets International Centre [Video clip of 

TOPIC]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=4wsI2l5UNQo 

 

９．トゥルナイ市（ベルギー） 

Drori, Amit. (n.d.). Monkeys2 [Video clip of modern puppets of monkeys]. Retrieved from  

https://videopress.com/v/j6bqwVua 

 

11．雲林縣と高雄市（台湾） 

Pili 霹靂布袋劇. (2016, October 2). 「霹靂天命之《仙魔鏖鋒》片頭曲【人中之龍】」 [Video 

clip of Pili]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=EjG0F0HabgY 

 

12．春川市（大韓民国） 

Kim, Na Hee. (2011, August 3). 「코아트 KOART 국악감상남사당놀이 인형극 덜미 중 

피조리거리 남사당놀이보존회」 [Video clip of Namsadang]. Retrieved from 

 https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3Lf5FkoQMH4&app=desktop 

 

14．瀬戸内市（日本） 

OKAYAMA調査団. (2015, October 8). 「『雪ん子』〜OKAYAMAの風に舞う〜」 [Video clip 

of Yukinko performance with Kinosuke puppets]. Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=F4nEYfPgXCs 

https://www.youtube.com/watch?v=uSQvR3h3Go4&t=1192s
https://www.youtube.com/watch?v=RMh-pwqBxJ8
https://www.youtube.com/watch?v=_ooqIRmTXrI
https://www.youtube.com/watch?v=RS4GlxJyDMs&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=4wsI2l5UNQo
https://videopress.com/v/j6bqwVua
https://www.youtube.com/watch?v=EjG0F0HabgY
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3Lf5FkoQMH4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=F4nEYfPgXCs


 

15．南あわじ市（日本） 

Taisoumen01. (2018, January 29).  「戎舞（えびすまい）淡路人形座」[Video clip of dancing 

Ebisu]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=4vQ8N3EH3u0 

 

【参考文献】 

４．シャルルヴィル・メジェール市（フランス） 

Foto: Perspective de la place Ducale de Charleville - Meziéres. (n.d.). Tripadvisor. Retrieved from  

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g661459-d5526397-i214178374-

Place_Ducale-Charleville_Mezieres_Ardennes_Grand_Est.html 

川崎康介. (2013, July 15).「幻想を求めてマリオネットの聖地に行こう！」. Retrieved from 

https://ovninavi.com/746sp/ 

Patrimoine Culturel Immaériel. (2007). L'art de la marionnette å Charleville-Méziéres. Retrieved from 

http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articl

eid=33&cntnt01returnid=28 

 

５．プルゼニ市（チェコ） 

Divadlo Alfa Theater. (n.d.). Theater Alfa History. Retrieved from  

http://www.divadloalfa.cz/index.php/en/o-divadle-2 

Hubálková, Petra. (2010, October 18). Puppetry. HELLO Czech Republic. Retrieved from 

http://www.czech.cz/en/Life-Work/Living-here/Puppetry 

田上早利恵. (2010). 「チェコ人形劇――チェコ民族形成と支配の歴史と共に」. Retrieved from 

http://web.cla.kobe-u.ac.jp/staff/ti/Tanoue.pdf 

 

６．セルビア市（スペイン） 

Programacion 38 feria internacional titere Sevilla 2018. (2018). AndaluNet El Portal de Sevilla en 

Internet. Retrieved from https://www.andalunet.com/38-feria-internacional-del-titere-en-

sevilla/programacion-38-feria-internacional-titere-sevilla-2018/ 

Tour Travel & More. (n.d.). Seville Private Tour from Cadiz Port. Retrieved from  

http://tourtravelandmore.com/tours/cadiz-en/seville-private-tour-from-cadiz-port/ 

 

７．トローサ市（スペイン） 

いいだ人形劇フェスタ. (2018). 「伝統人形芝居の世界にどっぷり浸る４日間」. Retrieved from 

http://iida-puppet.com/info/伝統人形芝居の世界にどっぷり浸る４日間/ 

EU・ジャパンフェスト日本委員会. (2016). 「世界人形劇フェスティバル かかし座公演」. 

Retrieved from https://www.eu-japanfest.org/program/ 世 界 人 形 劇 フ ェ ス テ ィ バ

ル%E3%80%80かかし座公演-2/ 

Guida di Tolosa. (n.d.). Fidelity Viaggi. Retrieved from https://viaggi.fidelityhouse.eu/guida-di-tolosa-

98192.html 

TOPIC. (2018). History. Retrieved from http://www.topictolosa.com 

https://www.youtube.com/watch?v=4vQ8N3EH3u0
https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g661459-d5526397-i214178374-Place_Ducale-Charleville_Mezieres_Ardennes_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g661459-d5526397-i214178374-Place_Ducale-Charleville_Mezieres_Ardennes_Grand_Est.html
https://ovninavi.com/746sp/
http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=33&cntnt01returnid=28
http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=33&cntnt01returnid=28
http://www.divadloalfa.cz/index.php/en/o-divadle-2
http://www.czech.cz/en/Life-Work/Living-here/Puppetry
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/staff/ti/Tanoue.pdf
https://www.andalunet.com/38-feria-internacional-del-titere-en-sevilla/programacion-38-feria-internacional-titere-sevilla-2018/
https://www.andalunet.com/38-feria-internacional-del-titere-en-sevilla/programacion-38-feria-internacional-titere-sevilla-2018/
http://tourtravelandmore.com/tours/cadiz-en/seville-private-tour-from-cadiz-port/
http://iida-puppet.com/info/
https://www.eu-japanfest.org/program/
https://www.eu-japanfest.org/program/
https://viaggi.fidelityhouse.eu/guida-di-tolosa-98192.html
https://viaggi.fidelityhouse.eu/guida-di-tolosa-98192.html
http://www.topictolosa.com/


 

８．ビャウィストク市（ポーランド） 

CULTURE. PL. (n.d.). BTL Białystok Puppet Theatre. Retrieved from https://culture.pl/en/artist/btl-

bialystok-puppet-theatre 

CULTURE. PL. (n.d.). Białystok Puppet Theatre. Retrieved from https://culture.pl/en/place/bialystok-

puppet-theatre 

Union Internationale de la Marionette (UNIMA). (n.d.). Białystok Puppet Theatre. Retrieved from 

https://wepa.unima.org/en/bialystok-puppet-theatre/ 

 

９．トゥルナイ市（ベルギー） 

Ancion, J. (2015). Belgium. UNIMA World encyclopedia of puppetry arts. Retrieved from  

https://wepa.unima.org/en/belgium/ 

AVIAMA. (n.d.). Tournai. Retrieved from https://www.aviama.org/en/member-cities/tournai/ 

Centre de la Marionnette. (n.d.). Centre de la Marionette [Facebook page]. Retrieved from  

https://www.facebook.com/centrede.lamarionnette/ 

Centre de la Marionnette. (n.d.). Centre de la Marionette [Instagram]. Retrieved from 

https://www.instagram.com/centredelamarionnette/ 

Centre Public d’Action Sociale de Liege. (n.d.). Outil pédagogique Découverte de la marionette [pdf 

file], pp. 2-4. Retrieved from 

http://www.cpasdeliege.be/Article27/PDF/Outil_pedagogique_marionnettes.pdf 

Débat parlementaire autour de Bla Bla. (2007). Lavenir.net. Retrieved from  

https://www.lavenir.net/cnt/45098  

Maison de la Marionette. (n.d.). Le Centre de la Marionnette de la Federation Wallonie-Bruxelles.  

Retrieved from http://www.maisondelamarionnette.be/fr/presentation/ 

Numeric's Art Puppetry Project. (n.d.). Project summary. Retrieved from 

http://www.napp2020.eu/index.php/en/n-a-p-p/project-summary 

Sonuma. (n.d.). Collection of Bla Bla. Retrieved from https://www.sonuma.be/thesaurus/collection-

bla_bla 

TOURNAI.be.  (n.d.). Retrieved from https://www.tournai.be 

Tournai Centre de la Marionnette. (n.d.). Archeologia.be.  Retrieved from 

 http://www.archeologia.be/tournai_Centre-de-la-marionnette.html 

 

11．雲林縣と高雄市（台湾） 

Gizumo. (2015, May). 「G.W 台北小旅行 1 レトロな街並み～夜市編」. 4 travel.jp. Retrieved 

from https://4travel.jp/travelogue/11009523 

高雄市皮影戲館（Kaoshung Museum of Shadow Puppet）. (n.d.). 高雄市皮影戲館 [Facebook page]. 

Retrieved from https://www.facebook.com/高雄市皮影戲館-161130344053576/ 

「進化を続ける台湾の伝統的人形劇『布袋戯』」 . (2013, August 27). TAIWAN TODAY. 

Retrieved from https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=190&post=74797 

「皮影（ピーイン）・皮影戯（ピーインシー）中国の影絵」. (2016). Retrieved from 

https://culture.pl/en/artist/btl-bialystok-puppet-theatre
https://culture.pl/en/artist/btl-bialystok-puppet-theatre
https://culture.pl/en/place/bialystok-puppet-theatre
https://culture.pl/en/place/bialystok-puppet-theatre
https://wepa.unima.org/en/bialystok-puppet-theatre/
https://wepa.unima.org/en/belgium/
https://www.aviama.org/en/member-cities/tournai/
https://www.facebook.com/centrede.lamarionnette/
https://www.instagram.com/centredelamarionnette/
http://www.cpasdeliege.be/Article27/PDF/Outil_pedagogique_marionnettes.pdf
https://www.lavenir.net/cnt/45098
http://www.maisondelamarionnette.be/fr/presentation/
https://www.sonuma.be/thesaurus/collection-bla_bla
https://www.sonuma.be/thesaurus/collection-bla_bla
https://www.tournai.be/
http://www.archeologia.be/tournai_Centre-de-la-marionnette.html
https://4travel.jp/travelogue/11009523
https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=190&post=74797


http://chugokugo-script.net/chugoku-bunka/kagee.html 

「霹靂國際多媒體股份有限公司」. (2018, April 18). TAIPEInavi. Retrieved from 

https://www.taipeinavi.com/play/586/  

 

12．春川市（大韓民国） 

Brandon, J. R. (n.d.). Korean performing arts. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Retrieved from  

https://www.britannica.com/art/Korean-performing-arts 

いいだ人形フェスタ. (2018).「今年のフェスタは『世界の人形劇』」. Retrieved from http://iida-

puppet.com/info/今年のフェスタは「世界の人形劇」/ 

「人形劇のまち飯田」運営協議会. (2013, July). 「特集：いいだ人形フェスタで注目集まる

『東アジア三大人形劇祭』を知りたい」.『胴串（Dogushi）』vol. 2. Retrieved from  

http://www.iidapapecen.com/img/dogushi/2.pdf 

Korea Tourism Organization. (2018). Chuncheon Puppet Festival (춘천인형극제). Imagine your Korea. 

Retrieved from http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=1353950 

Oh Young-kyun. (2012). Korea. UNIMA World encyclopedia of puppetry arts. Retrieved from  

https://wepa.unima.org/en/korea/ 

 

13．大阪市（日本） 

なにわ人形芝居フェスティバル公式 HP. (2018). Retrieved from  

http://isshinji.net/ningyoufes/index.html 

独立行政法人日本芸術文化振興会. (2018). 「国立文楽劇場」. Retrieved from  

https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html 

 

14．瀬戸内市（日本） 

「アナログの良さ、子どもに：糸操り人形劇団の代表・妹尾薫さん／岡山」 .（2017, 

December 19）. 『毎日新聞（地方版）』. Retrieved from  

https://mainichi.jp/articles/20171219/ddl/k33/040/517000c 

 

15．南あわじ市（日本） 

淡路人形芝居サポートクラブ . (n.d.).「淡路人形芝居  一問一答」 . Retrieved from 

http://www.awajiningyo-support.or.jp/museum/qa.html 

南あわじ市.（2018）.「淡路人形資料館」. Retrieved from 

 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/jyoururi/ningyo.html 

 

16. 浜松市（日本） 

劇団ひとみ座. (2016, November 4).「『ひょっこりひょうたん島オンステージ』公演情報」 

[Twitter]. Retrieved from https://twitter.com/hitomiza/status/1059348100639162369  

いなさ人形劇まつり実行委員会. (n.d.).「いなさ人形劇まつり紹介・歴史」. Retrieved from 

http://www.puppet-inasa.jp/history.html 

 

https://www.taipeinavi.com/play/586/
https://www.britannica.com/art/Korean-performing-arts
http://iida-puppet.com/info/今年のフェスタは「世界の人形劇」/
http://iida-puppet.com/info/今年のフェスタは「世界の人形劇」/
http://www.iidapapecen.com/img/dogushi/2.pdf
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=1353950
https://wepa.unima.org/en/korea/
http://isshinji.net/ningyoufes/index.html
https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html
http://www.awajiningyo-support.or.jp/museum/qa.html
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/jyoururi/ningyo.html


17．現代社会と人形劇 

Graber, J. (n.d.). German christmas market tranditions. Go world travel. Retrieved from 

https://www.goworldtravel.com/german-christmas-market-traditions/ 

Lain. (2014, October 28). 「レトロとか化石とかいうものじゃない。コレでしか味わえない良

さがある。『シャーロックホームズ』三谷幸喜（脚本）／人形劇／感想」 [blog]. 

Retrieved from http://lainblog.seesaa.net/article/407911391.html 

Les Guignols. (2018, June 12). Dans les coulisses du #TrumpKimSummit” [Faceboook]. Retrieved  

from https://www.facebook.com/GuignolsInfo/videos/1930219807028326/ 

「『魚河岸の地下の毒消す百合の花』秋田の文化遺産『土崎港曳山』に登場した人形は…」. 

(2017, July 20). Iza. Retrieved from 

 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/170720/lif17072019110014-n1.html 

 

 

●プレゼンテーション作成: 津田塾大学学生（50音順） 

井上わかほ・戸根木希・中川智恵・西岡瑞・羽田彩乃・福本ゆり・増田珠美・増野晶子・松

田夏美・山口もね 

 

●英仏訳監修: 名古屋大学（大学院国際開発研究科）学生（アルファベット順） 

Amibang Awah Martin, On Ni Chan, Martin Dumas, Imbolason Augustin, Xiaoyan Lyu, Waruni Perera 

 

https://www.goworldtravel.com/german-christmas-market-traditions/
http://lainblog.seesaa.net/article/407911391.html
https://www.facebook.com/GuignolsInfo/videos/1930219807028326/
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/170720/lif17072019110014-n1.html

