
■2019・2020年度中学校・高等学校の芸術鑑賞上演作品一覧です。

　　　上演に関するお申込みお問い合わせは、各団体へ直接ご連絡ください。

2019 2020

うりんこ 『ダイアル　ア　ゴースト』 1時間45分 ・ホール 12名

（原田邦英） 作・演出/山崎清介 ・体育館

ＴＥＬ：052-772-1882

ＦＡＸ：052-771-7868

『罪と罰』 1時間50分 ・ホール 12名

作・演出/山崎清介 ・体育館

『ドン・キホーテ』 1時間50分 ・ホール 10名

作・演出／山崎清介 ・体育館

演劇集団ワンダーランド 『からくり儀右衛門ー技術で明治維新を創った男ー』 1時間50分 ・ホール 21名

（浜田和美） 作・演出／竹内一郎 ・体育館

TEL：03-3368-2481

FAX:03-3368-2487

『熊楠と孫文ー熊楠が孫文に伝えた世界ー』 1時間50分 ・ホール 21名

作・演出／竹内一郎 ・体育館

『日本アニメ・夜明け前』 1時間50分 ・ホール 21名

作・演出／竹内一郎 ・体育館

『沖縄の火種ー戦果アギヤ―の１９４７年ー』 1時間50分 ・ホール 21名

作・演出／竹内一郎 ・体育館

オペラシアターこんにゃく座 オペラ『ネズミの涙』 2時間25分 ・ホール舞台 19名

（田上ナナ子） 台本・演出/鄭義信 （休憩15分） 間口10.8m、奥行9m

TEL：044-930-1720 ※2時間版もあり 高さ5.4m

FAX：044-930-1721 体育館公演可能

オペラ『おぐりとてるて』─説経節「小栗判官照手姫」より─ 2時間 ・ホール舞台 20名

台本・演出/立山ひろみ （休憩10分） 間口12.6m、奥行9m

高さ4m

体育館公演可能

オペラ『銀のロバ』 1時間30分 ・ホール舞台 9名

原作/ソーニャ・ハートネット　 ＊休憩入れることも可能 間口10.8m、奥行8.1m

　台本/いずみ凜 高さ4.8m

演出/恵川智美 体育館公演可能

音楽座ミュージカル ミュージカル『グッバイマイダーリン★』 2時間 30〜35名

(山本響子) 原作：ルーマー・ゴッデン著『ねずみ女房』

TEL：03-3222-1177 脚本・演出・振付：ワームホールプロジェクト

FAX：03-3222-7765

芸優座 『ベニスの商人』 1時間45分 ・体育館 16名

（伊澤智子） 原作/W.シェイクスピア ・ホール

TEL：042-489-4555 演出/平塚仁郎 ・講堂

FAX：042-489-9170 ・会館

～ストウ夫人の半生記『アンクル・トムの小屋の灯に』 1時間50分 ・体育館 17名

作/村田里絵 ・ホール

演出/平塚仁郎 ・講堂

・会館

『チェーホフ先生こんにちは』 1時間55分 ・体育館 16名

原作/A・チェーホフ （休憩10分含む） ・ホール

脚本/平塚仁郎 ・講堂

演出/村田里絵 ・会館

‐Oヘンリー物語‐『The Last Leaf』 1時間55分 ・体育館 21名

原作/O・ヘンリー （休憩10分含む） ・ホール

脚本/平塚仁郎 ・講堂

演出/村田里絵 ・会館

『昇らぬ朝日のあるものを～幻のオリンピアン～』 1時間55分 ・体育館 16名

作/村田里絵 （休憩10分含む） ・ホール

演出/平塚仁郎 ・講堂

・会館

秋田雨雀・土方与志記念 『オールライト』 1時間55分 ・ホール 16名

青年劇場 作／瀬戸山美咲 ・体育館

（中山万紀） 演出／藤井ごう

TEL：03-3352-6990

FAX：03-3352-9418 『きみはいくさに征ったけれど』 1時間55分 ・ホール 15名

作／大西弘記 ・体育館

演出／関根信一

『あの夏の絵』 2時間 ・ホール 11名

作・演出／福山啓子

ホール（体育館・講堂は応相
談）

5月下旬～
７月
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11月～12
月予定

〇
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〇

〇 〇
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〇 〇

通年

〇 〇

通年

〇 〇
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〇 〇
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団体名・連絡先・担当者 演目名・作・演出 上映時間 会場条件 構成人数
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6〜７月

〇

5月～3月

〇 〇
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〇
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〇 〇

5月～3月

〇 〇

5月～3月
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東京演劇集団風 『ジャンヌ・ダルク―ジャンヌと炎』 2時間 ・会館 14名

（西垣耕造） 作／マティ・ヴィスニュック （休憩10分含む） 　・体育館

TEL：03-3363-3261 演出／浅野佳成 ・講堂

FAX：03-3363-3265

『ヘレン･ケラー～ひびき合うものたち』 1時間55分 ・会館 14名

作/松兼功 （休憩10分含む）   ・体育館

演出/浅野佳成 ・講堂

『Touch～孤独から愛へ』 2時間 ・会館 13名

作/ライル・ケスラー （休憩10分含む）   ・体育館

演出/浅野佳成 ・講堂

東京芸術座 『Challeng・ed－遠い水の記憶－』 1時間45分 ・ホール 16名

(北原章彦) 原作／神品正子 ・体育館

TEL：03-3997-4341 演出／印南貞人

FAX：03-3904-0151

『未来』 1時間30分 ・ホール 16名

原作／重松清 ・体育館

脚色・演出／北原章彦

5月～7月

〇
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〇

〇 〇

〇
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〇
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〇


