
 2014年から2019年の出来事

年 月 範宙遊泳・山本卓卓 日本 世界
韓国の大型旅客船セウォル号が沈没。死者299人、行方不明者5
人、捜索作業員の死者8人を出し韓国で発生した海難事故としては
大規模。乗員側の重大な過失や不適切な避難誘導が世界的にも問

題となる。多くの修学旅行中の高校生が亡くなり、韓国では10代
の死因1位の自殺を運輸事故が塗り替えた。

ナイジェリア北東部で女子生徒276人が拉致。57人が脱走し219人
が安否不明。イスラム過激派組織「ボコ・ハラム」が犯行声明を出

す。

『幼女X』をマレーシア（クアラルンプール）で上演。アヤム・
ファレドと共同演出のマレー語版『Gadis X』も滞在制作し、マ
レーシアユースフェスティバル2014に参加。

国際宇宙ステーションに約半年滞在し、日本人初の船長を務めた若

田光一さんが、任務を終えて宇宙より帰還。4回目の飛行となる今
回の宇宙滞在日数は188日で、日本人の記録を更新。

ワンダーランド「劇評を書くセミナー　東京芸術劇場コース2014
第1回　報告と課題劇評」『うまれてないからまだしねない』を課
題作品とした劇評掲載。

東京都議会本会議で、女性の妊娠や出産をめぐる都の政策について

質問した女性議員に対して、「早く結婚したほうがいいんじゃない

か」などと男性の声が飛び、“女性蔑視ヤジ”だと世論の批判が高ま
る。

「文學界7月号」にエッセイ「演劇と大衆」を寄稿。

桜美林大学制作基礎の授業にて、マレーシア公演について講義。

安倍内閣が従来の憲法解釈を変更し「集団的自衛権の行使容認」を

閣議決定。集団的自衛権の行使を否定してきた戦後日本の安全保障

政策が大きく転換される。

イスラエルはパレスチナ自治区ガザ地区から発射されるロケット弾

に対抗する「境界防衛作戦」を開始。7週間続いた衝突でパレスチ
ナ人2200人近くとイスラエル人70人以上が死亡。

佐世保女子高生殺害事件。逮捕された同級生の女子生徒は「人を殺

して解体してみたかった。誰でもよかった」と供述。

オランダ・アムステルダムからマレーシア・クアラルンプールに向

かっていたマレーシア航空MH17便が、親ロシア派が掌握するウク
ライナ東部で撃墜され、298人が死亡。

「シアターガイド9月号」にインタビュー掲載。（聞き手：藤原ち
から氏）

広島市の安佐南区、安佐北区で局地的な豪雨による土砂崩れや土石

流が発生。多数の住宅が巻き込まれ、74人が死亡。
西アフリカ：世界保健機関（WHO）が、西アフリカのエボラ出血
熱の流行について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」

を宣言。12月1日までにリベリア、シエラレオネ、ギニアを中心に
6500⼈以上がエボラ熱で死亡した。

シアターガイドweb版で連載「今月の僕、物語」開始。
『インザマッド(ただし太陽の下)』をこまばアゴラ劇場にて上演。
演劇センターF海外活動報告会「範宙遊泳：マレーシア」実施。
Produce lab 89「五感overs -⼭本卓卓の演劇論1-」を⾳楽実験
室・新世界にて上演。

安倍晋三首相内閣改造と自民党役員人事を断行。過去 多となる5
人の女性を閣僚に起用。

イギリスでスコットランド独立の是非を問う住民投票が行われ、反

対55.3％で否決される。

カトリ企画『紙風船』（原作｜岸田國士）の脚本・演出を務める。

津あけぼの座（三重）にて上演。

Aゲキシリーズvol.17「紙⾵船」まつり参加。

長野岐阜両県・御嶽山（おんたけさん）噴火。58人が死亡、5人が
行方不明となった戦後 大の火山災害。

数か月にわたって政治的危機が続いたアフガニスタンで、アシュラ

フ・ガニ氏が大統領に就任。政府は米国及び北大西洋条約機構

（NATO）と協定を締結。2015年も兵士約1万2500人がアフガニス
タンに駐留可能となった。

10⽉
たかくらかずきと共同制作したゲーム『たいないめぐり』をカオス

*ラウンジ「キャラクラッシュ！展」にて展⽰。
2014年のノーベル物理学賞に、⻘⾊発光ダイオード(LED)を開発し
た名城大学教授の赤崎勇氏、名古屋大学教授の天野浩氏、カリフォ

ルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二氏が選出。

パキスタンの17歳の女性、マララ・ユスフザイさんの2014年ノー
ベル平和賞受賞が決定。

バンコクの2大英字新聞のひとつ「バンコクポスト」に取材記事掲
載。

アメリカの中間選挙で共和党が勝利し、上下両院で過半数を獲得。

バラク・オバマ政権に打撃。

『幼女X』をタイ（バンコク）にて上演。バンコクシアターフェス
ティバル2014にて 優秀作品賞と 優秀脚本賞を受賞。

欧州宇宙機関（ESA）の彗星周回探査機ロゼッタから切り離された
実験用着陸機「フィラエ」が史上初めて彗星に着陸。

「シアターガイド1月号」“舞台の可能性を広げる、映像作家たち”
でたかくらかずきとの対談掲載。

国家機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が施行。同法は、外

務、防衛両省や警察庁、公安調査庁などが安全保障上の理由で秘匿

が必要とした情報を「特定秘密」として指定。基準があいまいで、

政府に不都合な情報の半永久的な隠ぺいにつながるとの批判もでて

いる。

たかくらかずきと共同制作のゲーム『たいないめぐり』ニコ生実

況。（解説：KAI-YOUよしだ氏）
衆議院議員・自由民主党総裁の安倍晋三が第97代内閣総理大臣に
任命され第3次安倍内閣が誕生。自由民主党と公明党による自公連
立政権。

年 月 範宙遊泳・山本卓卓 日本 世界
芸劇＋トーク『朗読東京』にて『白痴』（原作｜坂口安吾）『少

年』（原作｜谷崎潤一郎）『品川心中』（原作｜古典落語より）の

演出を務める。東京芸術劇場シアターイーストにて上演。

6434⼈が亡くなった阪神・淡路⼤震災から20年。被災した各地で
は犠牲者を悼む行事が多く行われる。

フランス・パリ市内の風刺週刊紙「シャルリー・エブド」のオフィ

スに覆面姿の男数人が押し入って銃を乱射。12人が死亡し、11人
が負傷。男たちは「アラーは偉大だ」と叫び、預言者ムハンマドの

復讐を口にしていたという。

国際交流基金パフォーミングアーツネットワークジャパン

（PANJ）にロングインタビュー、『幼女X』のシノプシス掲載。
（聞き手：野村政之氏）

ISを名乗るグループが、⾝代⾦2億ドルを⽀払わなければ拘束して
いる日本人男性2人を殺害するとの警告ビデオ声明を公開。人質は
元会社経営者の湯川遥菜さんとフリージャーナリストの後藤健二さ

んで、ISは2人を殺害したとする映像をインターネット上で公開。

フランス・パリ「シャルリー・エブド」襲撃事件の後、発刊された

新号で、表紙にイスラム教の預言者ムハンマドの風刺画を掲載し

たことに対し、世界各地でイスラム教徒らによる抗議が続く。ロシ

ア南部のイスラム教徒が大半を占めるチェチェン共和国の首都グロ

ズヌイで、政府主催の抗議集会が行われ80万人以上が参加した。

マグカルにインタビュー掲載。（聞き手：徳永京子氏） 円安を追い風に、来日観光客の「爆買い」が話題に。 ドイツ東部ドレスデンが、第二次世界大戦中連合軍の大規模空襲を

受けてから70年を迎え、現地で追悼式典が行われる。

CINRA.netにインタビュー掲載。「社会的テーマはダサいとか⾔っ
てられない」（聞き手：前田愛実氏）

TPAM in Yokohama 2015にてタイの劇団デモクレイジー・シア
ターのタナポン・ウィルンハグン氏と『幼女X』を共同制作。ダン
スピースとして、KAAT神奈川芸術劇場中スタジオで上演。

淡路島5人殺害事件。容疑者は妄想性障害があるとされ、SNSに
「（被害者は）ストーキングと電磁波犯罪を行なっている」などと

中傷する書き込みを繰り返していた。

超大型サイクロン「パム」が南太平洋の島国バヌアツを直撃。人口

の約半分の推定13万人が被災し、多くの犠牲者が出る。

チュニジアの首都チュニスのバルドー博物館で、銃を持った武装集

団が外国人観光客らを襲撃。日本人を含む外国人17人とチュニジ
ア人2人が死亡。容疑者はアルジェリアとの国境沿いで活動しアル
カイダとつながりのあるチュニジアの武装集団「オクバ・イブン・

ナファ旅団」の指導者の1人だが、襲撃の犯行声明は、アルカイダ
ではなくイスラム過激派組織ISが出す。

ドイツ・ルフトハンザの旅客機がフランスアルプスの山岳地帯に墜

落し、邦人2名を含む乗客乗員150人全員が死亡。回収されたブ
ラックボックスの検証で、副操縦士が故意に墜落させた可能性が高

まる。

12⽉

オーストラリア・シドニー中心部のカフェでイラン出身のイスラム

主義者が17人を人質にとり立てこもる。16時間のにらみ合いの
末、警察当局は犯人を射殺。事件では犯人を含む3人が死亡、6人
が負傷。

2015年

1⽉

2⽉
川崎市多摩川河川敷で中学1年男児の遺体が見つかり、神奈川県警
は18歳の少年1人と、17歳の少年2人を殺人容疑で逮捕。「LINEの
返信が遅く腹が立った」ことが暴行のきっかけとなったといわれ

る。

デンマークの首都コペンハーゲンで、イスラム教と表現の自由に関

する集会が開かれたカフェと、ユダヤ教会堂の近くで男が銃を乱射

する連続銃撃事件があり2人が死亡、5人が負傷。
犯人の男は、1月にパリで起きたテロや過激派「イスラム国」など
のテロ組織に影響を受けたといわれている。

3⽉

「ユリイカ 4月臨時増刊号 2.5次元特集」“「2.5次元演劇」から
「2.5次元ミュージカル」へ 初で 後の逆襲”掲載（書き手：徳
永京子氏）

北陸新幹線『かがやき』『はくたか』が開業。東京から金沢まで

速2時間28分、富山までは2時間8分で結ばれ、これまでよりそれぞ
れ1時間19分、1時間3分短縮。

7⽉

8⽉
国内でデング熱感染者を確認。以降9月にかけて都内で流行。160
人ほどが感染。

米中西部ミズーリ州セントルイス郡ファーガソンで白昼、警察官が

武器を持たない黒人少年を射殺し、暴動が起きる。

9⽉

11⽉

沖縄県知事選挙の投票が行われ、米軍普天間基地の辺野古移設計画

に反対する前那覇市長の翁長雄志氏が、自民党などが推薦する現職

の仲井真弘多氏らを破り、初当選を果たす。

2014年

4⽉

『うまれてないからまだしねない』を東京芸術劇場にて初演。第

59回岸⽥国⼠戯曲賞最終候補作にノミネートされる。
消費税がこれまでの5％から8％に引き上げ。税率アップは1997年4
月以来17年ぶり。89年に税率3％が導入されてから2度目。

5⽉

ベルギー・ブリュッセルのユダヤ博物館で発砲があり、4人が死
亡。フランス国籍のメディ・ネムシュ容疑者が仏マルセイユで逮捕

される。

6⽉

「日本維新の党」が石原新太郎派（後の次世代の党）と橋下徹派

（後の日本維新の会・維新の党）に分党を正式決定。

イラクおよびシリアで、イスラム教スンニ派テロ組織ISが国家とし
て「イスラム国」の成立を宣言し、世界中のスンニ派イスラム教徒

に忠誠を求める。国際社会は独立国家として認めず、近隣イスラム

諸国も地域の安全を揺るがす脅威として危険視している。

「悲劇喜劇7月号」“革新の演出と、成熟の劇作　範宙遊泳・山本卓
卓の手法と眼差し”掲載（書き手：徳永京子氏）
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アメリカのオバマ大統領とキューバのラウル・カストロ国家評議会

議長が1961年の国交断絶以来、両国の首脳として初めて会談。両
首脳は早期に大使館を再開させ、国交正常化を進めることを確認。

ネパール中部でマグニチュード7.9の強い地震。少なくとも2460人
が死亡し、6492人が負傷。

核軍縮などを話し合う5年に一度の国際会議NPT（核不拡散条約）
再検討会議を前に、日本の被爆者らが核兵器の廃絶を訴えてニュー

ヨークでデモ行進。

たかくらかずきとの共同制作で「レンタルビデオ展 15泊16日」に
架空NHSのパッケージアートを展示。

火山活動が高まった箱根山で噴火警報レベルが2に引き上げられ、
大涌谷園地への立ち入りが規制。箱根ジオミュージアムは臨時休館

となる。

イギリスの総選挙で、キャメロン首相率いる与党・保守党が予想を

覆し単独過半数を制する。続投が決まった同首相は、英国からの独

立を掲げる政党が躍進を遂げたスコットランドにより大きな自治権

を与えることと、従来から約束していた欧州連合（EU）内に英国
がとどまるか否かを問う国民投票の実施を直ちに公約。

山本卓卓ソロプロジェクト・ドキュントメント『となり街の知らな

い踊り子』をSTスポットにて上演。

『たいないめぐり』をBUMP OF CHICKEN ver. 『Help,world!』
にアレンジし、MV撮影時のプレイゲームとして提供。雑誌
「WHAT'S IN?」にも掲載。

Webメディア「ele-king」に『幼⼥X（⽇本×タイ共同制作版）』
『となり街の知らない踊り子』レビュー掲載。（書き手：綾門優季

氏）

日本年金機構はサイバー攻撃を受け、年金の受給者と加入者の基礎

年金番号や氏名などの個人情報約125万件が流出したと発表。
中国湖北省荊州市監利県の長江で大型客船「東方之星」が転覆し、

400⼈以上の死亡を確認。

『幼女X（日本×タイ共同制作版）』をタイ（バンコク）にて上
演。

韓国で中東呼吸器症候群（MERS）コロナウイルスが流行。死者5
人を含む25人が感染。

『幼女X（日本×タイ共同制作版）』の劇評が「バンコクポスト」
「ネイション」に掲載。

国連が設けた「国際ヨガの日」に、インドの首都ニューデリーで世

界記録の樹立を目指す集団ヨガを行うイベントが開催され、4万5
千人が参加。

演劇センターF「演劇パビリオン」のアーカイブにコメント。 台湾郊外の新北市にある遊園地「八仙遊園」（ウォーターパーク）

でイベント中に爆発事故が起き負傷者多数。空中に拡散したカラー

パウダーに引火したことが原因で、市内でカラーパウダーを使った

イベントの開催が禁止される。

欧州連合（EU）は、ブリュッセルで開いたユーロ圏首脳会議で、
財政危機に陥るギリシャに対する金融支援実施に向けた交渉を始め

ることで原則合意。これによりギリシャの財政破綻やユーロ圏離脱

は回避される方向へ。

イラン核問題を協議していたイランと欧米など6カ国は、解決に向
け 終合意。イランの核開発を長期間にわたり制限する代わりに、

国連安全保障理事会や米国、欧州などが科している経済制裁を段階

的に解除する。核の拡散を防ぐ外交上の大きな成果。

アメリカとキューバの両政府は、双方の大使館を再開、1961年の
国交断絶以来54年ぶりに国交を回復する。東西冷戦の遺物だった
両国の対立を解消する歴史的転換となる。

北海道新聞にインタビュー掲載。（聞き手：中出幸恵氏） 被爆地・広島、長崎が70回目の「原爆の日」を迎える。 韓国で、南北軍事境界線を挟む非武装地帯で地雷が爆発。20代の
韓国軍兵士2人が脚の一部を切断する重傷。韓国国防省は北朝鮮側
が軍事境界線の南側に侵入し、殺傷を狙って地雷を埋めたとみてい

る。

「シアターガイド9月号」“舞台からみたアジアの風景”にエッセイ
を寄稿。

520⼈が亡くなった1985年の⽇航ジャンボ機墜落事故から30年。
墜落現場のある群馬県上野村では、これまでで も多い遺族が御巣

鷹の尾根に慰霊登山をし、追悼式典で祈りを捧げる。

中国・天津市浜海新区港湾地区の国際物流センター内の危険物倉庫

で大規模爆発。周辺住民も含め死者165人、行方不明者8人、負傷
者798人の惨事。

「BEST STAGE10月号」にロングインタビュー掲載。（聞き手：
徳永京子氏）

福島第一原発事故以降新規制基準下で初めて、川内原子力発電所1
号機が再稼働。

「Bitecho」にインタビュー掲載。 安倍内閣総理大臣が戦後70年を迎えるにあたり声明を発表。日本
は「積極的平和主義」をとり世界の平和と繁栄のために貢献してい

くなどとのべ、安倍談話、戦後70年談話などと呼ばれる。

「TricksterAge vol.23」“今、話を聞きたい演劇人”を特集する連載
「PLAY TIME」にインタビュー掲載。

盗作の指摘が相次いでいたデザイナーの佐野研二郎氏が制作した

2020年東京五輪のエンブレムについて、⼤会組織委員会は今後の
使用を取りやめる方針を固める。

中国・北京の天安門広場で「抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利

70周年」を記念した⼤規模な軍事パレード。⽇本の侵攻に対し
て、強く絶え間なく戦った中国の人民を称えると共に、将来的に人

民解放軍の人員を30万人削減すると表明。

猿の演劇論“鴻 英良による挑発と洗脳のための猿の演劇論”「未来
をつくる者たちへの身振り」に『幼女X』が引用掲載。（書き手：
島貫泰介氏）

関東や東北で記録的な豪雨。茨城県常総市では鬼怒川の堤防が決壊

し40平方キロが浸水。
ハンガリー南部の村で、セルビア国境を越えて押し寄せる難民を撮

影中の女性TVカメラマンが難民の子供を蹴ったり、娘を抱える難
民の足を引っ掛けて転ばせたりする様子がSNSを通じて世界中に広
がり、女性カメラマンが解雇される。

カオス*ラウンジ新芸術祭2015 市街劇「怒りの日」に朗読音楽劇
「頭」を出展。たかくらかずきのゲーム作品とともにお寺に展示。

国際平和支援法案（国際社会の平和および安全を確保するために諸

外国の軍隊等が実施する活動に対して、国際社会の一員として日本

が行う協力支援活動・捜索救助活動・船舶検査活動について規定し

た法律）が可決。

山本卓卓×黒瀬陽平×さやわか「演劇は〈現代の寓話〉を語れる
か」ゲンロンカフェに登壇。

『幼女Xの人生で一番楽しい数時間』をこまばアゴラ劇場（東
京）・生活支援型文化施設コンカリーニョ（北海道）にて上演。

『幼女Xの人生で一番楽しい数時間』を愛知県芸術劇場小ホール
（愛知）にて上演。

住民一人ひとりに12桁の番号を割り振るマイナンバー法が施行さ
れ、通知カードの配布が開始。

「MEN'S CLUB12月号」日本全国スナップ-札幌-にストリートス
ナップが掲載。

ノーベル生理学・医学賞受賞者に大村智 ・北里大特別栄誉教授、
物理学賞に梶田隆章・東京大学宇宙線研究所所長と、2人の日本人
の受賞が決まる。大村氏は、抗寄生虫薬「イベルメクチン」のもと

になる物質を発見し、熱帯などに住む多くの人々を失明の危機から

救った。梶田氏は岐阜県にある装置「スーパーカミオカンデ」で謎

の多い素粒子ニュートリノを観測し、ニュートリノに質量があるこ

とを突き止めた。

私立海城中学校国語科コミュニケーション授業のWS講師を担当。
「美術手帖12月号」にてカオス*ラウンジ新芸術祭2015市街劇「怒
りの日」アーカイブ掲載。

早稲田大学文化構想学部文芸・ジャーナリズム論系水谷ゼミにて、

山崎健太氏とクリストファー・グレゴリー氏と鼎談。

ぴあ＋＜plus＞「つくり手の横顔vol.34」にてインタビュー掲載。
（聞き手：落雅季子氏）

ラグビーの第8回ワールドカップイングランド大会で、日本が過
去、W杯2度制覇の南アフリカを34―32で破る大金星を挙げる。五
郎丸ポーズ流行。

南米のチリ沖でマグニチュード8.3の地震が発生。少なくとも5人が
死亡。沿岸地域では100万人に対して避難命令。

10⽉

11⽉

生活を共にする同性カップルを夫婦と同じような関係の「パート

ナー」と認める制度が、全国に先駆けて渋谷区と世田谷区で始る。

法律上の効果はないが、性的少数者への偏見や差別をなくす意識改

革つながる動き。

環太平洋経済連携協定(TPP)交渉が米アトランタでの閣僚会合で大
筋合意。

フランスのパリで、中心部のコンサートホールや北部のサッカー場

など市民を標的とした同時多発テロ発生。129人が死亡。ISが犯行
声明。

韓国で、客室乗務員のナッツの出し方に激怒し、離陸直前の大韓航

空機を引き返させたとして、航空保安法違反などの罪により1審で
懲役1年の実刑判決を受けた同社前副社長、趙顕娥（チョ・ヒョ
ナ）被告に対する控訴審で、ソウル高裁は1審を破棄し、趙被告に
懲役10ヶ月、執行猶予2年（求刑・懲役3年）の減刑判決を言い渡
す。

2015年

6⽉

神奈川県小田原市を走行中の東海道新幹線のぞみ225号で出火し緊
急停止。乗客の男が車焼身自殺を図ったとみられ、まきぞえで女性

１名も死亡。

7⽉

山本の数作品に言及した ゲンロン批評再生塾「映像が肉体を襲っ
ている場合の驚愕の根元について」掲載。（書き手：綾門優季氏）

第153回芥川賞・直木賞の選考会が開かれ、芥川賞にお笑いコンビ
「ピース」の又吉直樹さんの「火花」が選ばれた。お笑い芸人の芥

川賞受賞は初めて。

8⽉

公益財団法人セゾン文化財団ジュニアフェローに選出される。

4⽉

小型無人機「ドローン」が普及。首相官邸屋上にドローンが落下し

ているのが見つかり警視庁が40歳の男を威力業務妨害の疑いで逮
捕するなどトラブルも。

5⽉
平和安全法制整備法が安保関連法案の1つとして閣議決定。日本を
はじめ世界各国の平和や安全を確保するため自衛隊法などの一部を

改正することなどを目的とする。

タイ・バンコクの繁華街にあるヒンズー教のほこらをまつった広場

付近爆発、　16人が死亡。爆弾テロとみられる。

9⽉
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演劇 強論-ingサイトにてインタビュー掲載。「人間の引き算をし
ていって、 後に何が残るのか確かめたい」（聞き手：徳永京子

氏）

慰安婦問題日韓合意。日韓外相会談で、日韓間の慰安婦問題の 終

的かつ不可逆的な解決を確認。

米カリフォルニア州南部サンバーナディーノの障害者支援施設で銃

乱射事件。少なくとも14人が死亡、17人が負傷。容疑者の男女2人
は射殺された。

『われらの血がしょうたい』をのげシャーてにて上演。

フェスティバル/トーキョー15連携プログラム参加。
夫婦別姓を認めない憲法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上

告審判決で、 高裁は「夫婦同姓規定には合理性があり合憲」とす

る初めての判断を示す。

中国・広東省深セン市北部郊外にある工業団地の近くの山で土砂崩

れが発生。多数の行方不明者。

年 月 範宙遊泳・山本卓卓 日本 世界
『われらの血がしょうたい』をインド（ケララ／デリー）にて上

演。

ケララ国際演劇祭2016参加。

長野県軽井沢町でスキーバスが転落。大学生ら15人死亡。バス会
社の長時間労働が問題となる。

イスラム教スンニ派の大国サウジアラビアが、シーア派国家イラン

との外交関係を断絶。続いてバーレーンやスーダンもイランとの国

交断絶を発表。アラブ首長国連邦（UAE）はイランから自国大使を
召還するなど、外交関係を格下げ。中東で宗派間の緊張が急速に広

がる恐れ。

早川書房「SFマガジン」に2号続けて特集記事掲載。「現代日本演
劇のSF的諸相(第16回)(第17回)範宙遊泳 ザ・ワールド・オブ・
キャラクターズ(1)(2)」（書き手：山崎健太氏）

甘利経済再生相が２度の現金授受を認め閣僚辞任。第2次安倍政権
の発足以来4人目の閣僚交代となる。

北朝鮮が、水爆実験に成功したと発表。

「美術手帖 2月号」に瀬尾夏美個展「波のした、土のうえ／二重の
まち」のレビューを寄稿。

トルコ・イスタンブール中心部の旧市街スルタンアフメット地区で

爆発。シリア出身者による自爆テロとの見方。

「FIGARO.jp 3月号」流行予報2016に掲載。「ネットネイティブ世
代の演出家・山本卓卓に注目」

台湾で総統選挙で、台湾独立を志向する 大野党・民進党の蔡英文

主席が大勝。中国との融和路線をとる国民党に代わって民進党が8
年ぶりに政権を奪回し、台湾で初の女性総統が誕生する。

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』初演後の北尾亘と

の対談連載が公開。

「保育園落ちた日本死ね！！！」ブログが話題。なかなか解消され

ない待機児童問題にあらためて注目が集まり国会でも取り上げられ

る。

環太平洋経済連携協定（TPP）の参加12カ国（米国、日本、マ
レーシア、ベトナム、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、

ニュージーランド、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー）が、協定文

書に署名。世界の経済活動の約4割を占める経済圏が生まれ、2年
の期間が設けられた各国での批准手続きに移る。

北朝鮮が新型中長距離弾道ミサイル「北極星2型」の発射実験に成
功と発表。日本海に向かって東へ約500キロ飛行。

イラクの首都バグダッドで2件の自爆が起き70人が死亡、100人以
上が負傷。過激派組織ISが犯行を認める声明を発表。

公益財団法人セゾン文化財団発行の「view point」特集「正直、オ
リンピックってどうですか？」にエッセイ「オリンピックなんて知

らない」を寄稿。

北海道新幹線が開業。東北新幹線と直通運転し、東京と新函館北斗

は 速4時間2分、仙台と新函館北斗は2時間30分で結ばれる。
アメリカ・オバマ大統領が現職の米大統領として８８年ぶりに

キューバを訪問。半世紀以上断交状態にあった両国が、2014年12
月に関係正常化方針を発表してから約15カ月。

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』のレビュー掲載

（書き手：島貫泰介氏）。

「アジアを代表する国際舞台芸術の祭典・TPAM2016より、今注
目すべき作品5選」

ベルギーの首都ブリュッセルで空港と地下鉄駅で連続して爆発。計

34⼈が死亡、2カ所で200⼈以上が負傷ベルギー内務省は対テロ警
戒水準を４段階の 高レベルに引き上げ。自爆した犯人の一人は、

15年11⽉のパリ同時多発テロで使われた爆発物の製造に関与した
疑いが持たれている。

NY現代⽇本戯曲英語版リーディング・シリーズに『幼⼥X』を脚本
提供。アメリカ（ニューヨーク）での上演・ディスカッションに参

加。

乗客乗員63人を乗せたエジプト航空機MS181便がハイジャック。
テロかと警戒する声も上がったが、動機は不明。自爆ベルトを巻い

ていると周囲を脅した乗客は元妻に会いたがっているとの報道も。

急な坂スタジオのサポートアーティストとなる。 熊本で震度6強の地震。阪神大震災級の規模の推定マグニチュード
7.3。

南米エクアドルの首都キトから西に約170キロの太平洋岸で、マグ
ニチュード7.8の地震を観測。233人が死亡。政府は一部地域に非
常事態を宣言。

公益財団法人セゾン文化財団ジュニアフェローに選出される。

ワークショップ「場所からうまれる／ニュートラルのレンジ」を

STスポットで実施。

シンガポールの劇団ネセサリー・ステージとの共同制作。シンガ

ポールに滞在してリサーチ・創作する＜phase1＞実施。

ワークショップ「場所からうまれる／ニュートラルのレンジ」をシ

ンガポールで実施。

高裁の寺田逸郎長官が会見。ハンセン病患者の裁判を隔離された

「特別法廷」で開いていた問題を謝罪。

北朝鮮の朝鮮労働党大会が、金正恩（キム・ジョンウン）第1書記
の朝鮮労働党委員長の就任を決めて閉幕。正恩氏はもともと 高指

導者だが、36年ぶりに開いた 高指導機関で新たに「 高位」ポ

ストに就くことで、内外に「金正恩時代」の本格的な幕開けを印象

づけた。

オバマ米大統領が、米国の現職大統領として初めて被爆地・広島を

訪れ、原爆死没者慰霊碑で献花。演説で「核なき世界」を主導して

いく決意を改めて示す。

任期満了に伴うフィリピン大統領選挙で、南部ミンダナオ島ダバオ

市長ロドリゴ・ドゥテルテ氏当選。「犯罪者は殺害する」など過激

な発言を繰り返す同氏を巡っては、かつての強権政治の復活を懸念

する声も出ている。

アメリカ・フロリダ州オーランドのナイトクラブで男が銃を乱射

し、50人が死亡し53人が負傷。事件は近年のアメリカで 悪の乱

射事件。

過激派勢力のいわゆる「イスラム国」(IS）が犯行声明を出してい
るが、関与の程度は不明。

国民投票で離脱票が投票総数の半数を上回り、イギリスのEU離脱
が決定。28カ国からなるEUから加盟国が脱退する初の例となる。

カオス*ラウンジ「鬼の家」に映像作品『鬼の唄』を展示。
瀬戸内国際芸術祭2016参加

スマホゲーム「Pokemon GO」(ポケモンゴー)が日本でも配信開
始。大流行し街中でスマホを手に立ち止まる人々が続出。

イギリスで、テリーザ・メイ氏が新首相に就任。バッキンガム宮殿

でエリザベス女王に組閣を要請されたメイ氏は、「特権のある少数

ではなく、すべての人にとって機能する英国を築く」と所信表明。

相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で複数の刃物を持った

男が施設に侵入、入所者19人が死亡、26人が重軽傷を負った。容
疑者は施設の元職員で、障害者を排除する差別的な犯行動機が明ら

かになる。

フランス南部ニースで、大型トラックが革命記念日の休日を楽しむ

群衆に突っ込むテロ。少なくとも84人が死亡、負傷者は202人。射
殺された犯人の男は、対テロ当局の監視リストの対象ではなかった

が、過激派組織「IS」は「戦士の1人が大型トラックを使った新た
な作戦を実行した」とラジオで発表。

元防衛相の小池百合子氏が都知事に初当選。初の女性都知事が誕

生。

ドイツ・ミュンヘンのショッピングセンターで男が銃を乱射し、9
人が死亡、16人が負傷。犯人はイラン系ドイツ人の18歳青年で、
現場近くで自殺したもよう。

ラジオ NHK横浜「横浜サウンド☆クルーズ」ゲスト出演。（聞き
手：藤原ちから氏）

大リーグ・マーリンズのイチロー外野手が、大リーグで史上30人
目の通算3千安打を達成。日本選手初の快挙。

オリンピックとパラリンピックがブラジル・リオデジャネイロで開

かれる。南米では初開催。

イタリア中部ノルチャ付近でマグニチュード6を超える強い地震が
4回に渡り発⽣。
多くの歴史的建造物に大きな被害が出たものの、死者は報告されて

いない。

ミャンマー中部でマグニチュード6.8の地震があり、少なくとも4人
が死亡。

三菱自動車が、軽自動車の4車種で燃費試験のデータを不正に操作
していたと発表。燃費を実際よりもよく見せるためで、対象台数は

62万5千台にのぼる。4⾞種の⽣産・販売を停⽌。

チェルノブイリ原発事故から30年。事故の影響は、いまだに姿を
残す4号機や廃虚の街、人々の健康被害に深く刻まれている。チェ
ルノブイリ原発から半径30キロメートル圏内は立ち入り禁止区域
だが、自身の判断で戻ってきた住民はサマショールと呼ばれ、約

160⼈が⽣活している。

5⽉

季刊エス特設サイトのスペシャル記事で、ロロ・三浦直之氏との対

談掲載。（聞き手：高橋祐氏）

6⽉

舛添要一都知事が辞職願を提出。政治資金の公私混同疑惑などが問

題となり不信任決議案の提出が決定されていた。

12⽉

2016年

1⽉

タレントのベッキー氏が不倫発覚で6月まで休業。以降芸能人の不
倫騒動が大きく取り上げられる。

2⽉
ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』を横浜創造都市セ

ンターYCC3Fにて上演。
TPAM in Yokohama 2016参加。

日本銀行がマイナス金利を開始。金融機関が日銀に預けるお金の一

部に年0.1%のマイナス金利をつける政策で、国内では初導入。

3⽉

液晶事業が不振で経営不振が続いていたシャープが、台湾の鴻海精

密工業に3888億円で買収される。日本の大手電機メーカーとして
初めて外資の傘下に入ることに。

4⽉

7⽉

インドの劇団タドポール・レパートリーの俳優モモが来日し、共同

制作のためのリサーチを行う。横浜・東京・福島など。

8⽉

東京都高校演劇地区大会城東地区Bの審査員を務める。 天皇の位を皇太子様に譲る「生前退位」の意向を周囲に示していた

天皇陛下が、お気持ちを示したビデオメッセージを公表。将来的な

退位の意向を強くにじませる内容となった。

2015年



 2014年から2019年の出来事

北朝鮮の動向を分析しているウェブサイト「38ノース」が新たな
衛星写真を公開し、北朝鮮が「弾道ミサイル搭載可能な初の実戦用

潜水艦の建造と配備を、積極的なスケジュールで進めている」と分

析結果を明らかに。

『幼女X』を中国（杭州）にて上演。杭州現代演劇祭2016参加。 1976年から「週刊少年ジャンプ」で連載している漫画「こちら葛
飾区亀有公園前派出所(こち亀)」が 終回を迎える。

中国・杭州で主要20カ国・地域（G20）首脳会議（金融サミット）
を開催。世界経済のさらなる下振れを回避するため財政政策、金融

政策、構造改革のすべての政策を活用することを織り込んだ首脳宣

言を採択して閉幕。

浙江新闻に『幼女X』中国公演のレビュー掲載。書き手：马越波氏 北朝鮮北東部の豊渓里（プンゲリ）核実験施設付近で、マグニ

チュード5.3の強い揺れを観測。核弾頭の爆発実験に成功したと発
表。爆発の規模は10キロトンで、今年1月の核実験の2倍近くと推
測される。（広島に投下された原爆の威力は約15キロトン）

演劇系大学共同制作公演vol.4『昔々日本』を東京芸術劇場シア
ターイーストにて上演。

電気自動車メーカーのテスラ・モータースや民間宇宙船開発のス

ペースXを率いるイーロン・マスク氏が、再利用可能なロケットを
使用した火星への人類上陸・移住構想を発表。

ゲンロンこどもアート教室 #16「市街劇をつくろう！ 第1回 俳優
になる」ゲスト講師。

広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24)の自殺が、長
時間の過重労働が原因だったとして労災が認められる。過酷な労働

状況やパワハラが問題に。

中米カリブ海でハイチ大型ハリケーン「マシュー」の直撃を受け、

300⼈超が死亡。

「F/TBooks」にて選書。 ピコ太郎の「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」が、米ビル
ボード誌の「THE HOT 100」にチャートインした中で も短いと

してギネス世界記録に認定。世界的に人気を博す。

タイのプミポン・アドゥンヤデート国王が死去。政府機関は1年間
の服喪に入る。

88歳で死去したプミポン国王は、在位期間70年で存命する世界の
君主の中で も長かった。

私立海城中学校国語科コミュニケーション授業のWS講師を担当。 大手広告代理店「電通」に勤めていた高橋まつりさんが過労自殺し

た問題をめぐり、厚生労働省東京労働局などは、複数の社員に違法

な長時間労働を強制させたとし、労働基準法違反容疑で電通の本社

と3支社を家宅捜索。

アメリカ大統領選で、共和党のドナルド・トランプ氏が、民主党の

ヒラリー・クリントン前国務長官を破り当選。トランプ氏は不動産

で財をなし、テレビのリアリティーショーの司会などで人気を集め

たが、政治経験のない人物の大統領就任は極めて異例。

南スーダン国連平和維持活動（PKO）で「駆け付け警護」などの
新任務を付与される陸上自衛隊11次隊の先発隊約130名が青森空港
を出発。

ニュージーランド南島クライストチャーチの北東で、マグニチュー

ド7.8の地震、少なくとも2人が死亡。

福島県で震度5弱、マグニチュード7.4と推定される強い地震。電力
各社と日本原子力発電によると、福島第2原発3号機の使用済み核
燃料プールの冷却設備が一時停止。放射能漏れや燃料の温度が上が

るような異常は見られず。福島第1原発に新たな異常はなく、青森
県東通村の東通原発、宮城県の女川原発、運転を停止している茨城

県東海村の東海第2原発も異常は確認されていない。

1959年にキューバ⾰命を主導し、半世紀にわたり反⽶の社会主義
政権を率いたキューバのフィデル・カストロ前国家評議会議長が、

90歳で死去。

ロシアのプーチン大統領が来日し日露会談。北方領土問題について

は 低限の共通認識すら得られず。

ソフトバンクグループの孫正義社長はトランプ次期米大統領と

ニューヨークで会談し、米国内で500億ドル（約5兆7千億円）を投
資し、5万人の新規雇用を創出すると表明。

新潟・糸魚川で大規模火災。中華料理店の台所から出火し、約150
棟の住宅や商店などが焼け、延焼範囲は約4万平方メートルに及
ぶ。

韓国で、友人を国政介入させたとの疑惑を受け朴槿恵（パク・ク

ネ）大統領の弾劾訴追案が、賛成多数で可決。大統領の職務権限は

同日中に停止し、黄教安（ファン・ギョアン）首相が大統領の職務

を代行。

安倍晋三首相とオバマ米大統領が、旧日本軍が1941年に米国との
戦端を開いたハワイの真珠湾を訪れ、犠牲者を慰霊。日米の首脳が

そろって真珠湾を訪れるのは開戦後の75年間で初めて。

イタリアのマッタレッラ大統領は、パオロ・ジェンティローニ外相

を次期首相に指名し組閣を要請。同国では国民投票で上院の権限を

大幅に縮小する憲法改正案が否決され、賛成を呼びかけたレンツィ

首相が引責辞任。大統領は銀行の不良債権問題など喫緊の課題への

対応を重視し、選挙を回避し新内閣の樹立を優先。

年 月 範宙遊泳・山本卓卓 日本 世界
STスポットにて⾏われた緊急ミーティング「政治、いや芸術の話
をしよう（関東編）」にコメントを寄せる。

トルコ・イスタンブールのナイトクラブで銃乱射テロ。39人が死
亡、負傷者多数。イスラム教スンニ派過激組織「IS」が犯行声明。

アメリカ南部フロリダ州フォートローダーデールの国際空港で男が

銃を乱射し、5人が死亡、40人が負傷。犯人の男は軍所属の証明書
を所持。米自治領プエルトリコなどで州兵として勤務し、イラクに

派遣された経験もある。 近は「イスラム教スンニ派過激組織ISの
ビデオを見よという声を聞いた」などと幻聴の症状を訴え、精神疾

患の治療を受けていた。

アメリカで共和党のドナルド・トランプ氏が第45代大統領に就
任。共和党政権は8年ぶり。トランプ氏は米国第一主義を宣言。
「米国は今日から国境を取り戻す」と不法移民対策を実施し、メキ

シコとの国境沿いに壁を建設して国境の管理を強化するための大統

領令に署名。

『午前2時コーヒーカップサラダボウルユートピア-THIS WILL
ONLY TAKE SEVERAL MINUTES-』をインド（デリー）で上演。
2017年⽇印友好交流年記念事業。

安倍首相夫人の昭恵氏が名誉校長を務めていた大阪市の学校法人

「森友学園」の小学校用地として、国有地が格安で払い下げられて

いたことが明らかに。昭恵夫人は辞任し、同学園の籠池泰典理事長

は3月、国会に証人喚問された。

『幼女X』をアメリカ（ニューヨーク）で上演。
『幼女X』を西和賀町文化創造館銀河ホール（岩手）で上演。
『ゴドーを待つ人もいない』を愛知県芸術劇場大リハーサル室（愛

知）でワークショップ発表上演。

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』をオーストラリア

（シドニー）にて上演。

イギリス・ロンドン中心部の英議会議事堂付近で発砲。5人が死
亡、約40人が負傷。犯人は警察官に射殺されたが、イスラム過激
思想に共鳴した疑いが強く、テロとみられている。

汚職疑惑で罷免された韓国の朴槿恵（パク・クネ）前大統領を逮

捕。収賄、職権乱用、機密流出などの疑い。韓国で大統領経験者が

退任後に逮捕されたのは3人目。

公益財団法人セゾン文化財団ジュニアフェローに選出される。 ロシア西部サンクトペテルブルク市中心部の地下鉄で爆発。14人
が死亡、60人以上が負傷。シリアの反体制派武装勢力と関係があ
る男の自爆テロとみられる。

アーツコミッション・ヨコハマ（ACY）のクリエイティブ・チルド
レンフェローシップに選出される。

トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が首脳会談。習主席は投

資や貿易の分野で協力を呼びかけ、トランプ大統領に中国訪問を招

請。トランプ大統領は、中国の貿易慣行を巡る懸念を取り上げ、北

朝鮮問題で中国に一層の解決努力を求める方針を示す。

韓国・釜山の日本総領事館前に従軍慰安婦問題を象徴する少女像が

設置されたことをうけ、長嶺安政駐韓大使らを一時帰国させ、韓国

との金融危機の際に米ドルなどの通貨を融通し合う通貨交換（ス

ワップ）の再開に向けた協議も中断するなど、当面の対抗措置をと

ると発表。

インドの劇団タドポール・レパートリーと共同制作し『午前2時
コーヒーカップサラダボウルユートピア-THIS WILL ONLY TAKE
SEVERAL MINUTES-』をインド（バンガロール／プネ／ムンバ
イ）で上演。

2017年⽇印友好交流年記念事業。

日本国政府と経済界が提唱した個人消費喚起キャンペーン「プレミ

アムフライデー」開始。 月の 終金曜日に合わせて、民間企業は

イベントやセールなどのキャンペーンを行う。

北朝鮮の 高指導者、金正恩氏の異母兄、金正男氏が、マレーシア

のクアラルンプール国際空港で猛毒の神経剤「VX」で殺害され
る。逮捕されたベトナム人とインドネシア人の女2人は、北朝鮮工
作員にだまされテレビ番組のためのいたずらだと思っていたと主

張。北朝鮮政府は一切の関与を否定しているが、同じ日にマレーシ

アを出国した北朝鮮国籍の男4人が関与したとみている。北朝鮮と
マレーシアは事件以前は友好関係を築いていたが、この事件を機に

互いの大使を国外退去させるなど、関係に亀裂が走る。

3⽉

政府は「働き方改革実行計画」を決定。長時間労働を是正するた

め、残業に罰則付きの上限（年720時間）を設定。「同一労働同一
賃金」を推進し、正社員と非正社員の待遇に差をつける企業に説明

義務を課す。

4⽉

将棋の史上 年少プロ棋士、藤井聡太四段が16年12月のデビュー
から公式戦で11連勝し、新記録を達成

12⽉

滞在制作のためインドに渡航。

2017年

1⽉

2⽉

10⽉

11⽉

『となり街の知らない踊り子』をあうるすぽっとホワイエにて上

演。

フェスティバルトーキョー16参加。

2016年

8⽉

東京都高校演劇地区大会城東地区Bの審査員を務める。 天皇の位を皇太子様に譲る「生前退位」の意向を周囲に示していた

天皇陛下が、お気持ちを示したビデオメッセージを公表。将来的な

退位の意向を強くにじませる内容となった。

9⽉
築地市場からの移転が延期された豊洲市場で、土壌汚染対策の「盛

り土」を行なっていないことが発覚。「盛り土問題」と呼ばれ移転

の争点となる。



 2014年から2019年の出来事

「新潮」5月号にインドでの滞在共同制作について書いたエッセイ
「大丈夫、たいしたことじゃない」を寄稿。

パリ中心のシャンゼリゼ通りで男が警官隊に発砲し、警官1人が死
亡、3人が負傷。過激派組織ISが事実上の犯行声明を出す。数日前
にもテロを計画した疑いで、男2人が逮捕されている。

『範宙遊泳の宇宙冒険記6D』-宇宙冒険記6D／タイムライン- を新
宿眼科画廊にて上演。

日本国憲法が施行70年を迎え、安倍晋三首相は憲法改正推進派の
会合に自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ、9条に自衛隊を
明記する改正憲法の2020年施行を目指すと表明。

フランス大統領選で、中道派のエマニュエル・マクロン前経済相

が、極右・国民戦線のマリーヌ・ル・ペン氏に勝利。フランス 年

少の大統領となる。1958年に第5共和政が始まって以来、二大主要
政党以外の候補が大統領になるのは初めて。

ドナルド・トランプ米大統領はが、連邦捜査局（FBI）のジェイム
ズ・コーミー長官を解任。ヒラリー・クリントン氏のメール問題へ

の対応が理由だと説明しているが、民主党はFBIがロシアによる大
統領選介入疑惑とトランプ陣営の関与を捜査しているからだと非

難。

北朝鮮が3週連続で弾道ミサイルを発射。約6分間で450キロ飛び、
島根県の隠岐諸島から約300キロ、新潟県の佐渡島から約500キロ
の排他的経済水域内に落下したとみられる。

6⽉
劇評「『昔々日本』が照らす未来」公開。（書き手：鈴木励滋氏） 「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する改正組

織犯罪処罰法が参院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会など

の賛成多数で可決、成立。

イギリス・ロンドン中心部のロンドン橋付近、イランの首都テヘラ

ン中心部の国会議事堂、ベルギーの首都ブリュッセル中央駅など、

各地でイスラム過激派ISによるとみられるテロが多発。

「えんぶ」8月号にインタビュー掲載。「演劇探検してますか？第
5回 ⼭本卓卓（範宙遊泳）」（聞き⼿：⾶知和寿輝⽒・松本芽⽣
氏）

九州北部で記録的な豪雨。福岡、大分の両県で大きな被害。死者・

行方不明者が合わせて40人を超えたほか、住宅の全壊288棟、半壊
1079棟（消防庁まとめ、9⽉段階）。豪⾬の直後には2000⼈以上
が避難生活を送った。

英国から中国への返還20周年を迎える香港で大規模デモ。記念式
典に合わせて中国の習近平国家主席が就任後初めて香港を訪れるこ

ともあり、デモを小規模に抑え込みたい香港政府との衝突も相次

ぐ。

「ST通信」にインタビュー掲載。（聞き手：田中美希恵氏） 安倍晋三首相はブリュッセルで欧州連合（EU）のトゥスク大統
領、ユンケル欧州委員長と首脳協議し、日EU経済連携協定
（EPA）の大枠合意。貿易自由化に向けた動き。

イラクのハイダル・アバディ首相は、イスラム過激派組織ISの掃討
を目指していた同国北部の主要都市モスルでの勝利を正式に宣言。

9カ⽉近く続いたモスルでのIS掃討作戦によって市内は廃墟とな
り、市民から多数の死者が出たほか、92万人以上が住まいを失
う。

『その夜と友達』をSTスポットにて上演。
第62回岸田国士戯曲賞 終候補作にノミネートされる。

アメリカ南部バージニア州シャーロッツビルで、白人極右集会に抗

議する人たちに自動車が突入し、1人が死亡し19人が負傷。極右集
会に参加する白人国家主義者たちと、抗議する人たちの間で衝突が

相次ぐ。

大橋一輝が範宙遊泳を退団する。 スペイン・バルセロナの繁華街と、同自治州カンブリスで、車によ

るテロ発生。連続テロの可能性があり、広範で大がかりな過激派組

織が関与した疑いも浮上。

東京都高校演劇地区大会多摩南地区A日程審査員を務める。 北朝鮮が平壌郊外の順安（スナン）区域から北東方向に弾道ミサイ

ル1発を発射。約2700キロメートル飛行して北海道の襟裳岬上空を
通過後、太平洋上に落下。中距離弾道ミサイルとみられるが、日本

政府は日本落下の可能性はないと判断し、自衛隊による迎撃措置は

取らなかった。

東京都高校演劇地区大会多摩南地区A日程審査員を務める。 安倍首相はロシアのプーチン大統領と会談。北方四島での共同経済

活動で、観光や養殖などの5項目で事業の具体化を目指すことで合
意。

インドネシア・バリ島の活火山アグン山で噴火のおそれが高まり、

周辺の住民3万5000人近くが避難。

イラクのクルディスタン地域で、独自の国家を持たない 大の民族

とされるクルド人がイラクからの独立の是非を問う住民投票を実

施。投票の結果9割以上が独立に賛成。

国連安全保障理事会が、ミャンマーでのイスラム系少数民族ロヒン

ギャへの迫害問題について公開会合を開く。グテレス国連事務総長

はミャンマー政府に即座の暴力停止を要求。8月の武力衝突後、隣
国のバングラデシュに逃れたロヒンギャ難民が少なくとも50万人
に達したと発表。理事国からもロヒンギャに対する暴力への非難が

相次ぐ。

滞在制作のためシンガポールに渡航。 第48回衆院選で自民党は284議席を獲得して大勝。公明党と合わせ
て連立与党は313議席となり、憲法改正の国会発議に必要な3分の2
（310議席）を上回る。

アメリカ・ラスベガス中心部の屋外イベント会場で、カントリー音

楽のコンサート中に男が銃を乱射。少なくとも58人が死亡、515人
以上が負傷。犯人の男は自殺。宗教的背景や政治信条などは不明だ

が、何らかの武装グループと関係している可能性は低いとみられ

る。

スペイン東部カタルーニャ自治州で、州独立の是非を問う住民投票

が中央政府の反対を押し切って強行される。有権者と警察との衝突

で、460人以上が負傷。その後、スペイン上院はカタルーニャ州の
自治権停止を承認。中央政府に抵抗した州議会は、独立を宣言。州

都のバルセロナはマドリードに次ぐスペイン第2の都市で、同国の
混乱は長引く見込み。

シリアのクルド人主体の民兵組織シリア民主軍が、過激派組織ISが
首都と位置づけてきた北部ラッカ奪還作戦の勝利を正式に宣言。

2014年に建国を宣⾔したIS幹部戦闘員らは、陥落前にシリア東部
デリゾールに逃げ込むなどしてラッカを離れており、アサド政権軍

やシリア民主軍との間で戦闘が続いている。

シンガポールの劇団 ネセサリー・ステージと共同制作し
『SANCTUARY-聖域-』をシンガポールで上演。

米国のトランプ大統領が就任後、初来日。安倍首相との首脳会談で

は、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に対し、圧力を 大限まで高

めることで一致。

イラクとイランの国境地域でマグニチュード7.3の強い地震。死者
400⼈以上、負傷者7000⼈以上。

シンガポールのweb媒体「クリスタルワーズ」「ポップスポーク
ン」「ライフスタイル」「バックチョーミーボーイ」にシンガポー

ル公演のレビューが掲載。

北朝鮮兵が軍事境界線を越え、韓国へ脱北する様子を捉えた映像が

公開される。

アーツコミッション・ヨコハマ（ACY）のサイト創造都市横浜 に
インタビュー掲載。

「国境も年代も越えて作品をつくる‒劇作家・演出家　山本卓卓 」
（聞き手：落雅季子氏）

エジプト東部シナイ半島のモスク（イスラム教礼拝所）が武装勢力

によって襲撃され、少なくとも305人が死亡、100人以上が負傷。
襲撃犯たちはイスラム過激派ISの旗を掲げていたとされる。

『SANCTUARY-聖域-』を若葉町ウォーフ（横浜）で上演。 鎌倉の富岡八幡宮第21代宮司が、神社近郊の路上で前々任の第20
代宮司であった実弟に日本刀で斬りつけられ殺害される。犯人の

前々任第20代宮司は、解任されたことなどで姉に恨みを持ち、脅
迫するなどドラブルが続いていた。犯行後自殺。

ドナルド・トランプ米大統領が、エルサレムをイスラエルの首都と

して正式に認めると発表し、米国の歴代政権が継続してきた政策を

転換。古代からの長い歴史があるエルサレムの地位は、イスラエル

とパレスチナが も激しく対立する問題の一つ。イスラエルは発表

を「歴史的」だと歓迎したが、国際社会からは強く非難する声が出

ている。

落雅季子氏の百花繚乱文芸マガジン「ガーデン・パーティ」にて半

年間の育児エッセイ『ファミリー・ポートレイト』を執筆開始。

神奈川県座間市のアパート室内で9人の遺体が見つかり、死体遺棄
容疑でこの部屋に住む男を逮捕。（その後、殺人容疑で再逮捕）男

は主にツイッターを通じ、自殺願望のある女性に接触し部屋に誘い

出していた。

大相撲の横綱日馬富士(モンゴル)が日本相撲協会に引退届を提出。
10⽉下旬の⿃取市での巡業中、幕内貴ノ岩に暴⾏してけがをさせ
ていた責任を取る。

安倍首相の知人が理事長を務める学校法人「加計学園」（岡山市）

獣医学部新設計画を巡り、文部科学省が内閣府から「総理のご意

向」と伝えられたなどとする文書を朝日新聞が1報じる。前川喜平
前文科事務次官は記者会見で「私が実際に在籍中に共有し、確実に

存在していた」と述べる。首相は「圧力が働いたことは一切ない」

と関与を否定。

10⽉

11⽉

12⽉

安倍首相による内閣改造。全閣僚19人のうち13人が交代。外相に
は河野太郎・前国家公安委員長、総務相には野田聖子・元郵政相を

充てた。

9⽉

LittleSophyに『その夜と友達』のレビュー「愛する孤独、愛され
る傲慢-LOVE&HATEの境界線」掲載。（書き手：落雅季子氏）

上野動物園のパンダの赤ちゃんが「シャンシャン（香香）」と命名

される。

4⽉

将棋の史上 年少プロ棋士、藤井聡太四段が16年12月のデビュー
から公式戦で11連勝し、新記録を達成

2017年

5⽉

シンガポールの劇団ネセサリー・ステージとの共同制作。彼らが東

京に滞在して創作し中間発表する＜phase2＞実施。

7⽉

8⽉



 2014年から2019年の出来事

南米ペルーの首都リマで、大統領在任中の人権侵害で禁錮25年の
刑で収監されているアルベルト・フジモリ氏の恩赦が決定。体調を

考慮しての恩赦だが、数千人が抗議のデモを行う。

アフガニスタンの首都カブールで2件の連続自爆テロがあり、少な
くとも29人が死亡、49人が負傷。イスラム教スンニ派過激組織IS
が犯行声明。アフガンの治安情勢をめぐっては、下院選に向けた有

権者登録所へのテロが相次いでいる。

年 月 範宙遊泳・山本卓卓 日本 世界
着物販売レンタル「はれのひ」の店舗が突然閉鎖。新成人が振り袖

を着られなくなる被害が相次いだ。

韓国と北朝鮮が閣僚級会談を開催。平昌ピョンチャン冬季五輪国で

アイスホッケー女子の南北合同チーム結成と、開会式での合同入場

行進などを合意。

オウム真理教による事件で殺人罪などに問われた元信者について、

高裁第小法廷は被告の上告を棄却、無期懲役の1、2審判決が確
定。これにより計192人が起訴された「オウム裁判」はすべて終
結。

アフガニスタンの首都カブールで、反政府武装勢力タリバーンが自

爆テロ。少なくとも100名が死亡。アフガン政府は、タリバーンの
潜伏先とみられる隣国パキスタンを繰り返し非難。

岩城京子氏に取材を受けた書籍「日本演劇現在形 時代を映す作家
が語る、演劇的想像力のいま」がフィルムアート者から出版。

将棋で史上初の「永世七冠」を達成した羽生善治竜王と、囲碁で初

めて七冠を２度達成した井山裕太棋聖に、国民栄誉賞が授与され

る。

台湾東部・花蓮県沖で花蓮市内で、マグニチュード6.0の強い地
震。少なくとも7人が死亡、250人以上が負傷。

TPAM in Yokohama2018 グループ・ミーティング「 国際共同制作
(インド、シンガポール)の報告と今後のビジョン」開催。

北朝鮮で軍事パレード。巨大な大陸間弾道ミサイル「火星15」4基
も披露される。

『その夜と友達』の記録映像を英語字幕付きで上映。

TPAM in 横浜 2018 加藤⼸奈ディレクション。
米東南部フロリダ州ブロワード郡パークランドの高校で銃乱射事

件。生徒ら17人が死亡。犯人は退学した元生徒。今年に入って米
国の学校での発砲事件は18件目。

「いわて銀河ホール高校演劇アワード2018」に新作戯曲『N島アカ
リは大丈夫』を提供。観劇。

シリアの首都ダマスカス郊外の東グータ地区でアサド政権軍による

無差別空爆が行われ、少なくとも250人が死亡。子どもを含む多く
の市民が犠牲に。

『もうはなしたくない』を早稲田小劇場どらま館にて上演。 東京都目黒区で５歳の女児が自宅から救急搬送され、死亡が確認。

女児は養父から日常的に虐待を受けており、女児が許しを請う言葉

をつづったノートが見つかる。養父と母親は、保護責任者遺棄致死

容疑などで逮捕、起訴。児童相談所間の情報共有の不十分さも浮き

彫りとなる。

ロシアの大統領選挙で現職のウラジーミル・プーチン氏が、得票率

76％で圧勝。

米欧各国は、英国で起きたロシア元情報機関員の暗殺未遂事件にロ

シアが関与したとして、少なくとも22カ国、110人超に上るロシア
外交官らを国外追放すると発表。ロシア政府は同日、事件への関与

を否定するとともに、各国に「同等の報復措置」をとると表明。

追放を発表したのは米国の60人を筆頭に、ドイツやフランスなど
欧州連合（EU）加盟国16カ国と、カナダ、ウクライナ、ノル
ウェー、アルバニア、マケドニア。すでに23人を追放した英国に
足並みをそろえた。

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長が中国を非

公式訪問し、習近平国家主席と会談、非核化への意欲を示す。

公益財団法人セゾン文化財団ジュニアフェローに選出される。 北朝鮮・平壌で、K－POPスターを含む韓国芸術団による単独公
演。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党委員長が妻の李

雪主（リソルジュ）氏、妹の金与正（キムヨジョン）党第１副部長

と共に鑑賞。北朝鮮の 高指導者が韓国の芸術団の公演を直接鑑賞

したのは初めて。

シリアのアサド政権が、東グータ地区ドゥーマに化学兵器攻撃を実

施したことを受け、米英仏が共同で、シリアのアサド政権への軍事

的攻撃を開始。

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長が、核実験

と大陸間弾道ミサイル（ICBM）の発射実験を中止。北朝鮮の非核
化ペースが加速することへの期待が高まる。その後、北朝鮮と韓国

の南北首脳会談を控えるなか、その後金委員長は軍事境界線でにこ

やかに出迎えた文氏と握手し、徒歩で韓国入りした。北朝鮮の 高

指導者による訪韓は初めて。

アメリカンフットボールの日本大と関西学院大の定期戦で、日大の

選手が無防備な関学大選手にタックルし負傷させた。選手は監督よ

り「潰せ」と指示があったと会見で謝罪。関東学生連盟は、当時の

日大の監督とコーチを除名処分とした。

パリ中心部のオペラ座付近で男が刃物で通行人らを襲い、少なくと

も1人が死亡、4人が負傷。容疑者は犯行時「アラー・アクバル
（神は偉大なり）」と叫んでいたとみられ、イスラム過激派組織IS
が犯行声明を発表。

カンヌ国際映画祭で、是枝裕和監督の「万引き家族」が 高賞のパ

ルムドールを受賞。

イスラエル建国から70年を迎え、アメリカは在イスラエル大使館
を商都テルアビブからエルサレムに移す。パレスチナ側は猛反発

し、米国が主導する形での中東和平交渉は絶望的に。

アジアン・カルチュラル・カウンシル（ACC）日米芸術交流プロ
グラム・ニューヨークフェローシップに選出される。

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立。2022年4
月1日に施行される。

中米グアテマラ南部で、フエゴ火山が噴火。死者は100名を越し、
行方不明者は200人以上とみられる。

「せんだい月いちワークショップ」にて「創造的キャラクター」を

せんだい演劇工房10-BOX box-2で行う。
大阪府北部を震源とした地震が発生、大阪市などで震度6弱を観
測、4人が死亡。高槻市では小学校のプールの塀が倒れ、登校中の
小4女児が死亡。市教委が謝罪。

トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働

党委員長が史上初めて米朝首脳会談。米国が求める北朝鮮の「完全

かつ検証可能で不可逆的な非核化（CVID）」と、北朝鮮が要求す
る米国による体制保証で、どこまで合意できるかが焦点。

西日本が記録的な豪雨に見舞われ、11府県で大雨特別警報が発
令、死者は220人以上。平成 悪の気象災害となる。

タイ北部チェンライ郊外のタムルアン洞窟に閉じ込められていた少

年ら13人について、全員の生存を確認。タイ政府の要請で、米イ
ンド太平洋軍の派遣が決定されたほか、英国やドイツの探検家、日

本から国際協力機構が排水の専門家らが現地で救助活動を手伝う。

東京都内で観測初の40度超を記録。熊谷市（埼玉）では国内 高

となる41.1度を記録。日本のみならず世界各地で異常猛暑となる。

自民党-杉田水脈議員の「LGBTは生産性がない」発言（寄稿）が
波紋、抗議運動に発展。後に自民党が謝罪、杉田議員には指導。

松本サリン事件、地下鉄サリン事件など一連のオウム真理教事件の

首謀者として死刑が確定した、教祖の麻原彰晃こと松本智津夫死刑

囚ら教団元幹部の死刑囚7人の刑が執行。ニュース速報が流れ、リ
アルタイムに近い感覚で死刑が報道される。数日に分けて6人の刑
が執行され、死刑が確定した13人全員に対する刑の執行が終了。

山梨日日新聞「元気・甲州人」にインタビュー掲載。 学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改

ざん問題で、衆参両院の予算委員会は当時の財務省理財局長だった

佐川宣寿氏の証人喚問を行う。野党が政府を厳しく追及し、国会が

たびたび紛糾。

平昌冬季五輪で、日本選手団は冬季 多となる計１３個のメダルを

獲得。フィギュアスケート男子では、羽生結弦が２大会連続の金メ

ダルを獲得。

『その夜と友達』の戯曲が掲載された書籍「紙背」発売。

滝口悠生氏と山崎健太氏が劇評を執筆。

田中美希恵が範宙遊泳を退団する。

ローソンチケットpresents「ここだけの話〜クリエイターの頭のな
か〜」 終回で鼎談掲載。

「北尾亘×三浦直之×山本卓卓 リスペクトも嫉妬もある、気にな
る存在」

ギリシャ首都アテネ近郊で大規模な山林火災が起き、の少なくとも

80⼈以上が死亡、180以上が負傷。⼦供を含む100⼈近くの⾏⽅不
明者がいるとの情報もあり、死傷者数は増える恐れ。

アーツコミッション・ヨコハマ（ACY）のクリエイティブ・チルド
レンフェローシップに選出される。

麻生財務相は、複数の女性記者にセクハラ発言をしていたと週刊新

潮に報じられた福田淳一財務次官が辞任を申し出たと発表。財務省

はセクハラを認定、「減給２０％・６か月」とし、退職金から差し

引く処分を発表。

私立海城中学校国語科コミュニケーション授業のWS講師を担当。 沖縄県宜野湾市立普天間第二小学校の校庭中央付近に、上空から1
メートル四方ほどの窓状のものが落下。米軍普天間飛行場に所属す

る米軍海兵隊のCH53E大型輸送ヘリの窓枠の可能性がある。落ち
た当時は体育の授業中で、4年生男児がかすり傷を負った。

6⽉

7⽉

2018年

1⽉
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3⽉

4⽉

5⽉

12⽉

2017年



 2014年から2019年の出来事

東京医科大医学部の一般入試で、女性や浪人回数の多い受験生の点

数を一律に減点するなどし、不当に合格者を抑制していたことが発

覚。文部科学省の調査で、他の複数の大学でも得点操作など不正入

試が判明。

朝鮮戦争の休戦協定締結から65年を迎え、米軍が朝鮮戦争に参加
して死亡・行方不明になった米兵の遺骨55体を北朝鮮からソウル
南方の米空軍烏山（オサン）基地に移送し帰還式典を行う。米兵遺

骨の返還は2007年以来11年ぶり。

大阪府富田林市の府警富田林署で、強盗致傷罪などで起訴され勾留

中だった男が逃走。9月に山口県内で窃盗容疑で現行犯逮捕され、
後に加重逃走罪などで起訴された。

イタリア北部ジェノバで、高速道路の高架橋が約200メートルにわ
たり崩落。少なくとも35人が死亡、13人が負傷。老朽化が原因と
される。

美術手帖にインタビュー掲載。「山本卓卓が語る“演劇ではできな
いこと”とは？」（聞き手：前田愛実氏）

台風21号が四国、近畿を縦断。死者人。14関西空港は高潮で一部
冠水し、連絡橋にはタンカーが衝突。旅行客ら約8000人が空港に
閉じ込められる被害。

北朝鮮が建国70年を迎え、平壌の金日成広場で軍事パレードを
行ったが、大陸間弾道ミサイル（ICBM）は姿をみせず、国内経済
の発展や南北統一などの和平を強調する内容。

自民党総裁選で安倍晋三首相（党総裁）が石破茂・元幹事長を破

り、連続3選を果たす。
北朝鮮の平壌で南北首脳会談が行われ、韓国の文在寅（ムン・ジェ

イン）大統領は「朝鮮半島の全地域で戦争を起こさせるあらゆる脅

威をなくすことで南北は合意した」と断言。北朝鮮が米国に求めて

いる朝鮮戦争終戦宣言を事実上、南北同士で合意し、“南北終戦”を
宣言。

沖縄県知事選で、立憲民主、共産などの野党が支援し、辺野古への

基地移転に反対の立場を示している前衆院議員の玉城デニー氏が初

当選。

インドネシアのスラウェシ島中部で、マグニチュード7.5の強い地
震。少なくとも2100人以上が死亡、特定できただけでも1300人以
上が行方不明。世界でも例のない液状化現象による大規模な被害。

ノーベル生理学・医学賞に京都大の本庶佑特別教授が選ばれる。日

本のノーベル賞受賞は2年ぶり26人目。
カナダで嗜好用としての大麻が解禁される。嗜好用大麻の全国レベ

ルでの解禁は世界で南米ウルグアイに続き2カ国目。

東京・豊洲市場が開場し、築地市場は83年の歴史に幕を下ろす。
シリアの武装組織に拘束されていたジャーナリストの安田純平さん

が、3年4か月ぶりに解放され、世間では「自己責任論」が湧き上
がる。

私立海城中学校国語科コミュニケーション授業のWS講師を担当。 東京地検特捜部は日産自動車会長のカルロス・ゴーン容疑者ら代表

取締役2人を金融商品取引法違反容疑で逮捕。日産2人を解任。
第1次世界大戦終結から100年、パリで記念式典が開かれる。米国
のトランプ大統領やロシアのプーチン大統領、ドイツのメルケル首

相ら各国首脳や国際機関代表ら要人80人以上が出席し、大戦の無
名戦死者の墓をまつる凱旋門前で平和を誓う。

F/T Booksにて「変わり続ける⼈へ／を」テーマに選書。
ロバート・キャパ 「ちょっとピンぼけ」「植田正治 の世界」
「ダイアン・アーバス作品集」シャルル・フレジェ「YO KAI NO
SHIMA」を紹介。

2025年国際博覧会（万博）の開催地を決める博覧会国際事務局総
会がフランス・パリで行われ、大阪が開催地に決定。国内での開催

は05年以来20年ぶりとなる。

 ドキュントメントで初監督した映画『Changes（チェンジズ）』
をあうるすぽっとにて上映。

フェスティバル/トーキョー19参加作品。

『Changes』のレビューが公開。（書き手：鈴木理映子氏・佐々
木敦氏）

Webメディア「灯台もと暮らし」にインタビュー掲載。「好き
じゃない。見たくない。でもその世界で生きてゆかねばならないな

ら？」（聞き手：立花実咲氏）

『＃禁じられたた遊び』を吉祥寺シアターにて上演。

下北沢トリウッド「下北沢演劇映画祭(仮)2018」にて『その夜と友
達』『午前2時コーヒーカップサラダボウルユートピア-THIS WILL
ONLY TAKE SEVERAL MINUTES-』の舞台映像を上映。

改正入管法が成立。人手不足対策のため 大34万人の外国人労働
者を受け入れる。新たに設けられた「特定2号」区分は家族帯同も
可能であり、移民解禁との声も。

フランス北東部ストラスブールの中心部で開かれていたクリスマス

マーケット付近で男が銃を乱射。3人が死亡、10人前後が負傷。犯
行声明は出ていないが、過激派組織ISの支持者が事件を歓迎してい
るといわれる。

アップリンク渋谷にて、ドキュントメント『Changes 』特別上映
＆トーク。

東京都南青山で児童相談所建設に住民紛糾。南青山の地域ブランド

にふさわしくない施設と一部住民が反発。港区側は計画通り建設を

進める構え。

朝日新聞夕刊「回顧2018現代演劇」にて、批評家・佐々木敦氏の
「私の3点」に『＃禁じられたた遊び』が選出される。

「週刊SPA!」が12月25日号で「ヤレる女子大学生RANKING」を掲
載し抗議の署名キャンペーンが起こる。「ヤレる女子大学生

RANKING」は「ギャラ飲み」と呼ばれる⼥性の参加者にお⾦を
払って開く飲み会の特集の中で紹介され、マッチングサービスを手

がける男性が、セックスできる可能性が高いとして、実在の大学を

ランク付けしていた。

年 月 範宙遊泳・山本卓卓 日本 世界
桜美林大学技術スタッフ応用 Ⅱ 2018『 N島アカリは大丈夫展 』
に『N島アカリは大丈夫』を脚本提供。

企業の賃金や労働時間を把握する毎月勤労統計で厚労省の不正調査

が発覚。東京都の対象事業所のうち、平成16年（2004年）から3分
の1程度しか調べておらず、集計後の平均給与額が実態よりも低
かった。統計を基本にして算出する雇用保険や労災保険などの給付

額が低くなり、延べおよそ2015万人に過少支給が発生したとされ
る。

月の世界に住むとされる仙女にちなんで名づけられた中国の月探査

機「嫦娥（じょうが）4号が、これまで人間も無人探査機も足を踏
み入れたことのない月の裏側に着陸。

「GINZA」に公演紹介掲載。書き手はTomoko Ogawa氏。
都留文科大学比較文化学会講演会「演劇を通して社会を見る」で講

演。（聞き手：野村政之氏）

「渋谷のラジオ」に生出演。

演劇 強論ingサイトにてチェルフィッチュの岡田利規氏と対談。
岡田利規×山本卓卓インタビュー『想像力を信じる、その先へ』
（聞き手：徳永京子氏）

『うまれてないからまだしねない』を本多劇場にて上演。 人気アイドルグループ「嵐」が2020年の無期限活動休止を発表。

出典サイト： 時事通信フォト

朝日新聞デジタル

読売新聞オンライン

産経ニュース

47NEWS

Yahoo!ニュース

nippon.com

東京五輪誘致に約2億円で票を買収した贈賄容疑でJOC竹田会長を
フランスの捜査当局が聴取。

イギリスの欧州連合（EU）離脱を巡り、メイ英首相がEUと合意し
た離脱合意案が英下院（定数650）で大差で否決。社会や経済を混
乱させる「合意なき離脱」が現実味を帯びる。

韓国と北朝鮮が昨年、北朝鮮の開城（ケソン）に開設した南北共同

連絡事務所で使う石油精製品について、韓国が国連安全保障理事会

の制裁決議で義務付けられた輸出の届け出を見送っていたことが発

覚。核ミサイル開発を強行していた北朝鮮が2018年に融和姿勢に
転じた後、韓国は北朝鮮との関係改善を重視している。制裁の厳格

な履行より南北関係を優先させる韓国の姿勢が浮き彫りになる。

映画撮影の一環で撮影した写真を掲載するためInstagramをはじめ
る。

欧州連合（EU）はブリュッセルで臨時の首脳会議を開き、イギリ
スのＥＵ離脱合意案を承認し正式決定。加盟国離脱という前例のな

い交渉は、開始から約1年半を経て決着。

国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の政府間委員会は、無形文

化遺産に「男鹿のナマハゲ」（秋田県）など年中行事10件からな
る「来訪神　仮面・仮装の神々」を登録。

サウジアラビア人記者のジャマル・カショギ氏が、トルコ・イスタ

ンブールのサウジ総領事館で殺害される。サウジアラビアのムハン

マド皇太子が圧倒的権限を振るう政府に対する批判的な記者活動を

していたため、皇太子の暗殺が疑われている。

早稲田大学演劇博物館開館90周年記念 2018年度秋季企画展「現代
日本演劇のダイナミズム」にて紹介される。

インドネシア・スンダ海峡に面するジャワ島やスマトラ島の沿岸で

津波が発生。222人が死亡。地震は観測されておらず、高潮に加
え、ランプン州の活火山アナク・クラカタウの活動に伴って海底で

生じた地滑りが海面を上昇させ、津波となった可能性がある。
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