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二〇二一年

現代演劇上演記録

全国主要劇場上演記録に記載以外の現代演劇の上演記録です。各公演末尾※は上演回数。
出演＝長濱慎

1月
国産本マグロ 「三国志〜たった二人の赤壁の戦い〜」
1月2日㈯～4日㈪
脚本・演出＝加東岳史

けんちゃん

出演＝ゲッツ 塩野拓矢 東千紗都 横見恵
〈3500円〉 2日6時 3日1時／6時 4日1時／3時30
分開演

高田馬場ラビネスト

※5回【東京】

ミュージカル＠ JZ Brat SOUND OF TOKYO

「Closer Than Ever」

1月3日㈰～5日㈫

脚本＝リチャード・モルトビーJr.
作曲＝デヴィッド・シャイア

演出＝奥山寛

出演＝清水彩花 塚本直 中井智彦 牧野竜太郎
濱田竜司他 〈6500円〉 4日3時／7時 他7時開演
JZ Brat SOUND OF TOKYO
※4回【東京】
小泉八雲原作怪談朗読劇×俳協TACCS1179 怪談
朗読劇生配信 「TACCS1179×酒林堂八雲」
1月5日㈫
脚本・演出＝茶風林 脚本＝神楽坂淳
出演＝茶風林 伊藤美紀 鶴岡聡 新堂陽斗 松田
拓哉他 〈無料配信〉 7時開演 TACCS1179（俳協
ホール）
※1回【東京】
VACAR ENTERTAINMENT 「学園事変」
1月5日㈫～10日㈰
脚本・演出＝桝井賢斗
出演＝阿部快征 掛川僚太 渡邉ひかる 宮越愛恵
森由姫他 〈6000円〉 6・8・9日2時／7時 10日1
時／5時 他7時開演 シアター風姿花伝
※10回【東京】
三栄町 LIVE×重白いヒト第一回特別公演 「男と
女」
1月5日㈫～11日㈪
脚本・演出＝百武大輔 久我真悟
出演＝新井新 北野くるみ他 〈3000円〉 9・10日
2時／6時 11日1時／5時 他7時30分開演 三栄
町LIVE STAGE
※10回【東京】
E-Stage Topia 「サクラニオドレ」
1月6日㈬～10日㈰
脚本・演出＝江戸川崇
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黒木文貴

八角瑛子

代将悟他 〈プレミアムS席10000円

千歳ゆう

網

A席7000円〉

6日7時 9日1時／6時 10日12時／5時 他2時／7
時開演 渋谷区文化総合センター大和田・伝承ホー
ル

※9回【東京】

こちらスーパーうさぎ帝国 「アイネ・クライネ・
ノスタルジック」
脚本・演出＝白柳力
出演＝釜野真希

免出知之

1月6日㈬～10日㈰

白柳力

小林亜実

洋甫他 〈4500円〉 7・9日2時／7時30分
時／5時

他7時30分開演

駅前劇場

関

10日1

※8回【東京】

株式会社AWG 「イエスタデイ」
1月6日㈬～11日㈪
脚本＝ブラジリィー・アン・山田 演出＝粕谷佳五
出演＝小寺利光 松本稽古 かわのをとや 青野未
来 長谷部優他 〈7000円〉 10日1時／6時 11日
12時／4時 他2時／7時開演 上野ストアハウス
※12回【東京】
劇団アレン座 「熱海殺人事件―ザ・ロンゲスト・
スプリング―」
1月6日㈬～11日㈪
脚本＝つかこうへい 演出＝鈴木茉美
出演＝栗田学武 磯野大 レノ聡 桜彩 〈6500円
5000円 学生800円〉 6日7時 9・10日1時／6時
11日1時 他2時・7時開演 花まる学習会王子小劇
場
※10回【東京】
ピウス企画 「虚言癖倶楽部」 1月6日㈬～17日㈰
脚本・演出＝広瀬格
出演＝篠原功 はぎのりな 増田裕生 三上俊 大
沼優記他 〈5500円〉 9・10・13・16日11時／3時
／7時 11・12・15日1時／7時 17日10時／2時／
6時 他7時開演 シアターKASSAI ※26回【東京】
CorneliusCockBlue（s）「#雨雨〜雨に唄えば。
そこにはやがて雨は降らなくなるだろう。」
1月7日㈭～11日㈪
脚本・演出＝マスダヒロユキ
出演＝マスダヒロユキ 矢作亮太 進士晃子 黒森
勇二 サカモトカオリ他 〈4500円〉 9日2時／7時
10日1時／6時 11日1時／5時 他7時開演 「劇」
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小劇場

※8回【東京】

劇団イン・ノート 「プラチナ・ムーン・パーティー」
1月7日㈭～12日㈫

脚本・演出＝芝原れいち
出演＝西条明日香 高橋拓己
松塚道顕他 〈2500円

岩瀬未央

浦野朋也

映像配信1500円〉 7日7時

8・9日1時／7時 映像配信12日4時開演 10・11
日休演 OFF OFFシアター
※6回【東京】
花組芝居 「地獄變」
脚本＝三島由紀夫
出演＝丸川敬之

1月7日㈭～17日㈰

演出＝加納幸和

秋葉陽司

松原綾央

桂憲一

横

道毅他 〈6900円 25歳以下4400円 ライブ配信
3500 円 〉 9・10・12 ～ 16 日 2 時 ／ 7 時 17 日 2 時
他7時開演

中目黒キンケロ・シアター
※18回【東京】

オンステージシアターvol.1

烏丸ストロークロッ

クと祭 「祝・祝日」
1月8日㈮
脚本・演出＝柳沼昭徳
出演＝澤雅展 坂田光平 小菅紘史 崎田ゆかり
諏訪七海 〈2000円〉 7時開演 三重県文化会館
※1回【三重】
北海道高校演劇Special Day 市立札幌啓北商業高
等学校演劇部 「ラフ・ライフ」
1月8日㈮
作＝新堀浩司 潤色・演出＝齊藤光明
出演＝為国絢翔 目黒七海 澤田愛佳 木口鈴菜
髙瀬百梅 〈500円〉 2時／6時30分開演 札幌市民
ホール
※2回【北海道】
アートプロジェクト集団
「鞦韆舘」 楽劇 「ガラシャ」
1月8日㈮
脚本＝笠谷和比古 演出＝佐藤香聲
出演＝花城アリア 浜畑賢吉 堂元晴近 高曲伸和
中村有希他 〈S席10500円 A席8500円 B席5500
円 学生3500円〉 2時／7時開演 兵庫県立芸術文
化センター・大ホール
※2回【兵庫】

脚本・演出＝上田純平
出演＝目黒紅亜
以下 2000 円

古川侑三朗

恩田直

森舞子

森舞子 〈2300円

高校生以下 1000 円

24歳

配信チケット

1300 円 〉 8 日 7 時 9 日 1 時 ／ 6 時 10 日 1 時 開 演
演劇専用小劇場BLOCH
※4回【北海道】
STAR☆JACKS 「メビウス」 1月8日㈮～11日㈪

脚本＝ナツメクニオ 演出＝ドヰタイジ
出演＝ドヰタイジ 浜口望海 寺井竜哉

下浦貴士

畠山薫他 〈5000円〉 8日7時30分 11日12時／3
時30分 他12時／3時30分／7時開演 in→depen
dent theatre 1st

※9回【大阪】

有頂天演劇Collaborations 「大宴会」
1月8日㈮～11日㈪
脚本・演出＝探倉偵子郎
出演＝堀部祐基 綺子 河原伶美

サワダユウキ

3時／7時

ユースクエア

清原隆一他 〈1500円〉 8日4時／7時
11日4時開演

10日休演

（名古屋市青少年交流プラザ）

9日11時／

※6回【愛知】

中野坂上デーモンズ 「で」
1月8日㈮～13日㈬
脚本・演出＝松森モヘー
出演＝安藤安按 中尾仲良 青柳美希 石井エリカ
金子清文他 〈3800円〉 9・11日2時／6時30分 10
日1時／5時 13日2時 他6時30分開演 ザ・スズ
ナリ
※9回【東京】
アニプレックス／ネルケプランニング／トライフル
エンターテインメント／イープラス 「紅葉鬼 童
子奇譚」
1月8日㈮～14日㈭
脚本＝畑雅文 演出＝町田慎吾
出演＝陳内将 梅津瑞樹 小坂涼太郎 小波津亜廉
平楓士他 〈9000円〉 9・10・14日1時／5時 11日
1時 12日2時／7時 他7時開演 日本青年館ホー
ル
※11回【東京】

地点 「だれか、来る」
1月8日㈮・9日㈯
脚本＝ヨン・フォッセ 演出＝三浦基
出演＝安部聡子 石田大 小河原康二 窪田史恵
小林洋平他 〈3000円 学生2000円〉 8時開演 ア

タイキマニアプロデュース 「朗読劇 タチヨミ―第
八巻―〜いつかきっとそれは走馬燈のように〜」
1月8日㈮～17日㈰
脚本＝曽野蜩 萩森淳 山崎洋平 山下平祐 龍尺
千秋 演出＝松野太紀 演奏＝石川祐介
出演＝麻生かほ里 伊藤かな恵 置鮎龍太郎 川島
得愛 神田朱未他 〈5500円〉 9・16日1時／6時

札幌演劇シーズン2021―冬 サテライトプログラム
BLOCH ひとり芝居フェス 「LONELY ACTOR
PROJECT vol.31」
1月8日㈮～10日㈰

セルリアンタワー能楽堂 「狂言の会―茂山狂言会
―狂言鬼ざんまい」
1月9日㈯

ンダースロー

※2回【京都】

10日2時30分／6時 11日1時／6時
分／4時 他6時開演 小劇場B1

17日11時30
15回【東京】
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出演＝茂山千五郎
宗彦

6000円

茂山千之丞

茂山あきら

茂山

出演＝たけいようこ

学生席3500円〉 1時／4時30分開演

セル

時

茂山茂他 〈S 席 8000 円

リアンタワー能楽堂

A 席 7000 円

B席

※2回【東京】

Reading Bitter 「Mum」
脚本・演出＝Reading Bitter

1月9日㈯・10日㈰

出演＝持田千妃来 福知茉美 天ヶ瀬時雨 松井明
知 松井明知他 〈3000円 オンライン配信2000

円〉 11時30分／2時／4時30分開演 jagaimo劇
場
※6回【東京】
劇団FREEDOM 「クリスマスにはふしぎな帽子を
さがして」
脚本＝つむぎ日向

1月9日㈯・10日㈰
演出＝梶結城

出演＝YUZU そーたく 梶結城 襲迷子 いちか
れい他 〈2000円 学生1000円 高校生以下500円
小学生以下無料〉 9日1時／6時
須賀市立青少年会館

10日1時開演

横

※3回【神奈川】

長浜文化芸術ユース会議
「はまかるNEXT」「とり
あえずあんみつ！」
1月9日㈯～11日㈪
脚本＝井口真帆 演出＝磯﨑真一 作曲＝北澤あさ
こ
出演＝井口真帆 甲佐菜穗子 佐々木朋佳 筑田明
心 橋本空他 〈2000円 25歳未満1500円〉 11日2
時 他7時開演 長浜文化芸術会館
※3回【滋賀】
ミュージカル
『刀剣乱舞』製作委員会 「ミュージカ
ル
『刀剣乱舞』
五周年記念 壽 乱舞音曲祭」
1月9日㈯～23日㈯
脚本・演出＝茅野イサム
出演＝黒羽麻璃央 北園涼 佐藤流司 鳥越裕貴
有澤樟太郎他 〈S席9500円 A席7500円〉 9・10
日 6 時 30 分 11 日 1 時／ 6 時 14・17・22・23 日 11
時 30 分 ／ 5 時 他 5 時 開 演 12・18 日 休 演 東 京
ガーデンシアター
※19回【東京】
次世代応援プロジェクト 「次世代応援プロジェク
ト 演劇の未来を背負うのはキミだ！」
1月10日㈰・11日㈪
脚本・演出＝斜田章大
出演＝みきを。 小桜れい 藤井美羽 三輪風吹
いとうありさ他 〈1500円〉 10日11時／3時／7時
11日11時／3時開演

G/Pit

※5回【愛知】

劇団ぺりどっと 「うるせえ！！こんな問題、解け
るかぁ！！」
1月10日㈰・11日㈪
脚本・演出＝よう
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てぃ他 〈2500円

すぐるん

りん

春菜

もり

小学生以下無料〉 10日3時／7

11 日 11 時 30 分 ／ 3 時 ／ 6 時 30 分 開 演

ポット

劇工舎プリズム 「不識」
脚本・演出＝廣田華子

ST ス

※5回【神奈川】

1月10日㈰～24日㈰

出演＝沖中理帆子 梶川彰仁 片山鈴音 高瀬晴羽
平田隼大 〈無料〉 Youtubeチャンネルにて映像公
開

駒場小空間（東京大学多目的ホール）
※1回【東京】

静岡県民ミュージカル 「NOEL―虹のかけ橋―」
脚本・演出＝立花里美

1月11日㈪

出演＝青島凜 浅野由紀 安西芹奈 安西玲愛 石
川大介他 〈3800円〉 1時30分／5時開演 アクト
シティ浜松

※2回【静岡】

IN EASY MOTION 「エレメンタルホスピタル」
1月12日㈫～17日㈰
脚本・演出＝伊藤和重
出演＝伊藤武雄 谷口亮太 佐々木しほ 新太シュ
ン 佐々木かなえ他 〈5000円 高校生以下4000
円〉 12・13日7時 17日1時／5時 他2時／7時開
演 シアター711
※10回【東京】
劇団たいしゅう小説家present’s 「湯もみガール
ズⅦ〜お正月も通常営業？！〜」
1月13日㈬～17日㈰
脚本＝高梨由 演出＝長戸勝彦
出演＝清水佐紀 平野勲人 久米田彩 青柳伽奈
あいだあい他 〈6000円〉 14日2時 16日2時／6
時 17日12時／4時 他7時開演 萬劇場
※7回【東京】
De-STYLE 「リバースヒストリカ」
1月13日㈬～17日㈰
脚本＝*pnish* 演出＝佐野瑞樹
出演＝竹中凌平 秋沢健太朗 KIMERU 富田麻
帆 加藤健他 〈10800円 7840円〉 13日7時 17日
12時30分／4時30分 他2時30分／7時開演 新宿
村LIVE
※9回【東京】
ねこMam-MA 「雪の女郎」
1月14日㈭
脚本・演出＝高倉良文
出演＝高間淳平 福永莉子 高橋朋伽 杉田麻由香
吉岡大輔他 〈4000円〉 7時開演 しもきたDAWN
※1回【東京】
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T-works

現代演劇レトロスペクティヴ 「丈夫な

教室―彼女はいかにしてハサミ男からランドセルを
奪い返すことができるか―」

1月14日㈭～17日㈰

脚本・演出＝小原延之
出演＝丹下真寿美 是常祐美 田矢雅美 石原正一
青木道弘他 〈3500円〉 16日2時／6時 17日2時
他7時開演

AI・HALL

※5回【兵庫】

めしやプロジェクト 「まぁ

なんてまん丸いお月

様なんだろう」
1月14日㈭～17日㈰
原作＝佃典彦 脚色・演出＝飯島（石川）雅史 総合
演出＝佐山泰三

出演＝未浜杏梨

富沢たかし

川添美和 〈3500円

生配信2000円〉 16日2時／5時
開演 サンモールスタジオ
モノラボ 「MONO-LIVE」
脚本・演出＝大浜直樹
出演＝古賀成美

雑賀克郎

17日2時 他7時
※5回【東京】

1月14日㈭～17日㈰
小澤真悟

木ノ下藤吉

水城夢子他 〈S席4900円 A席3900円〉 16日1時
／ 6 時 17 日 12 時／ 4 時 他 1 時／ 7 時開演 劇場
MOMO
※8回【東京】
Aznet Produce朗読公演 「エンリ帝国戦記〜叙
事詩オモイカネ〜」
1月14日㈭～17日㈰
脚本・演出＝輪島貴史
出演＝CONAN 佐藤弥夢 鳥居志歩 東知里 伊
井ひとみ他 〈3500円 配信チケット3000円〉 14
日7時 15日3時30分／7時 16日12時／3時30分／
7時 17日1時／4時30分開演 パフォーミングギャ
ラリー＆カフェ『絵空箱』
※8回【東京】
地点 「だれか、来る」
1月15日㈮・16日㈯
脚本＝ヨン・フォッセ 演出＝三浦基
出演＝安部聡子 石田大 小河原康二 窪田史恵
小林洋平他 〈4000円 25歳以下2000円〉 15日7時
16日2時開演 札幌文化芸術劇場 hitaru
※2回【北海道】

脚本・演出＝鈴木勝秀
出演＝塚田僚一

細見大輔

菅原りこ

辰 巳 琢 郎 〈9500 円 〉 15 日 7 時

田村雄一

16 日 1 時 ／ 6 時

17日12時／5時開演 COOL JAPAN PARK OSA
KA・WWホール
※5回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1月21日㈭～31日㈰ 〈9500円〉 23・30日1時／

6 時 24・31 日 1 時 27 日 2 時 ／ 7 時 他 7 時 開 演
25日休演 ステラボール ※13回【東京】
ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ 「青
空の休暇」

脚本＝中島淳彦

演出＝鵜山仁

1月16日㈯

作曲＝吉田さとる

出演＝畠中洋 清水明彦 井上一馬 宮田佳奈 田
上ひろし他 〈3500円 小学生1500円〉 3時30分開
演

小平市民文化会館 ルネこだいら・大ホール
※1回【東京】

エトエ 「パレード」

1月16日㈯・17日㈰

脚本・演出＝滑川喬樹
出演＝上埜すみれ 関原吏紗 しまだだーよ 佐伯
さち子 岩☆ロック他 〈2500円 高校生以下1000
円 小学生以下無料〉 16日2時／7時 17日2時開
演 OFF OFFシアター
※3回【東京】
舞台「チョコレート戦争」製作委員会 「チョコレー
ト戦争〜a tale of the truth〜」
1月16日㈯・17日㈰
脚本＝堀内博志 演出＝久保田唱
出演＝植田圭輔 立石俊樹 小南光司 古谷大和
星元裕月他 〈12000円〉 16日1時／6時 17日12
時／5時開演 メルパルクホール大阪 ※4回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1月23日㈯～31日㈰ 〈12000円〉 25・27～29日
7時 31日12時／4時30分 他1時／6時開演 26日
休演 THEATRE1010 ※12回【東京】

dysmic Entertainment 「PINOCCHIO（ピノ
キオ）
」
1月15日㈮～17日㈰
脚本・演出＝古川真也
出演＝優木友之介 伊藤綾美 卯月仁美 來志優魅
福澤悠子他 〈4500円〉 15日7時 16日12時／4時

アルケミーブラザーズ Alchemy Bros. 「時空警
察SIG-RAIDER（シグレイダー）彷徨 〜エトラン
ジェ〜」
1月16日㈯～24日㈰
脚本・演出＝畑澤和也
出演＝鷲見友美ジェナ 橘莉衣 成海花音 中川梨
花 前野えま他 〈Ｓ席6800円 Ａ席5200円〉 24
日12時／4時 他2時／7時開演 シアターグリーン

「Mogut」製作委員会 「Mogut〜ハリネズミホテ
ルへようこそ〜」
1月15日㈮～17日㈰

舞台実験プロジェクト★ステージ・ラボ「AON」
vol.01 「お伽草子」
1月16日㈯～31日㈰
脚本＝サリngROCK 三名刺繍 平本茜子 演出

／7時

17日12時／4時開演

HEP HALL
※6回【大阪】

BIG TREE THEATER

※16回【東京】
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＝佐藤香聲
本茜子

西原希蓉美

出演＝桜輝いちの

田中之尚

碧華萌乃

竹内宏樹

今西尊

平

葱生カナメ

学生以下500円〉 2時開演

館・さくらホール

いなべ市北勢市民会

※1回【三重】

長島美夏子他 〈4000円〉 17・24日5時 22・29日
6 時 30 分 31 日 2 時 ／ 6 時 他 3 時 ／ 6 時 30 分 開 演
18～21・25～28日休演 藝術工場◉カナリヤ条約

舞台「夜明けのうた」製作委員会 「夜明けのうた」
1月17日㈰～24日㈰
脚本＝鈴木哲也 演出＝大関真

ONEOR8 「グレーのこと―2021ver.―」

敦士他 〈10000円 特典付き13500円〉 22日2時／
7時 23・24日12時／4時 他7時開演 渋谷区文化

※12回【大阪】

脚本・演出＝田村孝裕
出演＝恩田隆一

冨田直美

1月16日㈯～24日㈰

伊藤俊輔

山口森広

関口敦史他 〈4000円〉 18・19・22日7時
開演 20日休演 ザ・スズナリ
※当公演は下記にて公演有り。

他2時

※8回【東京】

出演＝麻央侑希

中村麗乃

木津つばさ

市川美織

総合センター大和田・さくらホール ※11回【東京】
A.R.P 「Shazai!」

1月19日㈫～24日㈰

出演＝梅田悠 大熊ひろたか
コト 中冨杏子他 〈4500円

須田拓也 タカギマ
ライブ配信2980円〉

脚本・演出＝A.ロックマン

23日2時／6時
場B1

▼1月29日㈮ 〈A席4000円

南河内万歳一座 「ゴミと罰」 1月19日㈫～24日㈰

道】

高校生以下2000円

B

席3500円 高校生以下1500円〉 7時開演 幕別町
百年記念ホール ※1回
【北海道】
▼1月31日㈰ 〈3000円 高校生以下1500円〉 5時
開演 だて歴史の杜カルチャーセンター・大ホール
※1回
【北海道】
▼2月2日㈫ 〈3000円〉 7時開演 あさひサンライ
ズホール ※1回
【北海道】
▼2月4日㈭ 〈S席2500円 A席2000円〉 6時30分
開演 水戸芸術館ACM劇場 ※1回【茨城】

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 1/17」
1月17日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝大村未童 大竹華 大 地 葵 中 村 な つ 美
〈1500円 オンライン配信チケット500円〉 3時30
分開演 KISYURYURI THEATER ※1回【東京】
カンパニーデラシネラ 古典名作シリーズ 「ドン・
キホーテ」
1月17日㈰
原作＝ミゲル・デ・セルバンテス 演出＝小野寺修
二
出演＝藤田桃子 大庭裕介 崎山莉奈 雫境 伊吹
卓光他 〈3000円 25歳以下2000円 小学生以下
1000円〉 11時／3時開演 りゅーとぴあ劇場
（新潟
市民芸術文化会館）
※2回【新潟】
「老いと演劇」OiBokkeShi 「あたらしい生活シア
ター」
1月17日㈰
脚本・演出＝菅原直樹
出演＝老いのプレーパークメンバー 〈1000円 大
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24日1時／5時

他6時開演 小劇
※8回【東京】

▼1月27日㈬ 〈3500円 高校生以下800円〉 7時開
演 北見芸術文化ホール・中ホール ※1回
【北海

脚本・演出＝内藤裕敬
出演＝鴨鈴女 荒谷清水 福重友 皆川あゆみ 鈴
村貴彦他 〈3500円 学生・65歳以上3000円 青春
18歳差切符5500円〉 20・22日2時／7時30分 23
日1時／5時 24日2時 他7時30分開演 一心寺シ
アター倶楽
※9回【大阪】
ほろびて 「コンとロール」
1月19日㈫～25日㈪
脚本・演出＝細川洋平
出演＝鈴政ゲン 藤井千帆 細井じゅん 松浦祐也
三浦俊輔他 〈4000円 22歳以下2500円 高校生以下
1500円 〉 19～21日6時 他1時 ／6時 開 演 OFF
OFFシアター
※11回【東京】
YOKOHAMA NEW CLASSIC 「冬物語」
1月20日㈬～23日㈯
原作＝ウィリアム・シェイクスピア 上演台本＝波
田野淳紘 演出＝中山朋文
出演＝安藤麻吹 今井勝法 坂田周子 中山朋文
加倉幸の助他 〈3500円 高校生以下2000円〉 20
日2時 23日1時 他2時／7時開演 スタジオ「HIK
ARI」
※6回【神奈川】
ハツビロコウ 「ベクター」
1月20日㈬～24日㈰
脚本＝鐘下辰男 演出＝松本光生

出演＝荒川大三朗 新垣亘平 稲葉能敬 井手麻渡
石塚義髙他 〈3500円 学生3000円〉 23日1時／6
時 24日1時／5時 他7時開演 シアター711
※7回【東京】
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劇団昴 「プカプカ漂流記」

1月20日㈬～24日㈰

出演＝寺内よりえ

江川泰子

脚本＝中島淳彦

演出＝北村総一朗
石井ゆき

要田禎子

橘田美穂他 〈3800円 24歳以下・学生2800円 配
信チケット2000円〉 23・24日1時／5時 他6時開
演 シアターグリーン BOX in BOX THEATER

※7回【東京】

トキヲイキル 「検温しましょ」
脚本＝徳井義実

出演＝岸田麻佑

1月20日㈬～24日㈰
演出＝柏原収史
桃咲まゆ

大庭彩歌

藤松宙愛他 〈5000円〉 20日7時
6時30分 24日12時／4時30分
上野ストアハウス

岩本琴音

23日1時30分／

他2時／7時開演
※9回【東京】

影〜」

脚本＝祭鈴

1月21日㈭～24日㈰

演出＝鳳あづま

出演＝綾花ちか

鳳あづま

剣颯天

月野初音

蒼

月りょう他 〈Ｓ席7000円 Ａ席6000円〉 23日1時
／6時 24日12時／5時 他2時／7時開演 新宿村
LIVE
※8回【東京】
Office ENDLESS 「怪盗探偵山猫 the STAGE」
1月21日㈭～31日㈰
脚本・演出＝私オム
出演＝北村諒 和田琢磨

赤澤燈

瀬戸祐介

貴浩他 〈8800円〉 23・24・30日1時／6時
時／6時

25日休演

31 日 11 時 30 分 ／ 4 時 30 分

宮下

27日2

他6時開演

ヒューリックホール東京 ※15回【東京】

劇団唐組 「少女都市からの呼び声」

犬猫会【映像配信版】「ニホンのドコカのヒトヒト
―No Distance Humans―」

脚本・演出＝唐十郎

脚本＝山猫智代

1月20日㈬～24日㈰

演出＝久保井研

出演＝久保井研 稲荷卓央 藤井由紀 福本雄樹
福原由加里他 〈4000円 学生3300円 子ども1800
円〉 20 日 7 時 24 日 1 時／ 5 時 他 2 時／ 7 時開演
駅前劇場
※9回【東京】
Nana Produce 「追憶」
1月20日㈬～24日㈰
脚本＝坂口佳澄 演出＝浜谷康幸
出演＝小野由香 川﨑脩誠 木下愛華 織田あいか
葉山昴他 〈4500円〉 20日7時30分 21日2時／7
時 30 分 22 日 4 時 30 分／ 7 時 30 分 23 日 2 時／ 4 時
30 分 ／ 7 時 30 分 24 日 2 時 ／ 4 時 30 分 開 演 サ ン
モールスタジオ
※10回【東京】
ベニバラ兎団 「左ききのエレン―バンクシーのゲー
ム篇―」
1月21日㈭～24日㈰
原作＝かっぴー 脚本＝川尻恵太 プロデュース・
演出・音楽＝IZAMANIAX
出演＝吉田翔吾 棚橋佑実子 久下恭平 舞川みや
こ 西葉瑞希他 〈8900円 6300円〉 23日1時／6
時 24日12時／4時 他7時開演 六行会ホール
※6回【東京】
文学座附属演劇研究所 「萩家の三姉妹」
1月21日㈭～24日㈰
脚本＝永井愛 演出＝松本祐子

出演＝2020年度研修科58期生 〈無料〉 23・24日1
時 他6時30分開演 文学座アトリエ
※4回【東京】
呼華歌劇団KOHANA 「エリザベート〜女神の幻

1月22日㈮～2月14日㈰

演出＝犬野玲子

出演＝五十嵐靖典 小川友子 鹿島涼 寿寿 横井
麻子他 〈配信チケット2000円 30歳以下500円〉
開演 岡崎慎司フットサルフィールド
※1回【神奈川】
新進演劇人交流育成公演 in 沖縄 リーディング公
演「アカハチ」
1月22日㈮・23日㈯
脚本＝末吉功治 演出＝おおたけこういち
出演＝井上あすか 大山瑠紗 翁長武義 垣花拓俊
蔵元利貴他 〈1500円 配信チケット1300円〉 7時
開演 アトリエ銘苅ベース
※2回【沖縄】
三等フランソワーズ 「uyis nep’n at!」
1月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝中川浩六
出演＝中川浩六 木山梨菜 本多真理 有元はるか
鳩川七海他 〈3600円 学生・配信チケット2000
円〉 22日7時 23日2時30分／7時 24日12時／4
時開演 in→dependent theatre 1st
※5回【大阪】
劇団夢現舎 「タバコの害について」
1月22日㈮～24日㈰
脚本＝アントン・パヴロヴィッチ・チェーホフ 演
出＝小竹林早雲

出演＝益田喜晴 辰巳京子（生演奏）〈2000円 学
生・オンライン生配信1000円〉 22日8時 他2時開
演 新高円寺アトラクターズ・スタヂオ
※3回【東京】
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WATARoom 「ViViD Contact」

脚本＝岩瀬晶子

脚本・演出＝柏進

若林久弥他 〈5000円

1月22日㈮～24日㈰

出演＝曽世海司 マリカ他 〈6500円〉 22日7時
23日11時／3時／7時 24日1時／4時開演 アトリ
エファンファーレ高円寺
※6回【東京】
株式会社ディスグーニー 「GHOST WRITER」
1月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝西田大輔
出演＝猪野広樹 生駒里奈

山本涼介

青木玄徳他 〈12000円〉 22日6時30分
／6時

24日1時開演

定本楓馬
23日1時

COOL JAPAN PARK OS

AKA・WWホール
※当公演は下記にて公演有り。

※4回【大阪】

▼1月29日㈮～2月7日㈰ 〈12000円〉 29・4日6時
30分 2・3・5日1時30分／6時30分 7日1時 他1
時／6時開演
NGI

1日休演

EX THEATER ROPPO

※15回
（5回／10回）
【東京】

努力クラブ 「救うか殺すかしてくれ」
1月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝合田団地
出演＝浅野有紀 大石英史 海沼未羽 北川啓太
佐々木峻一他 〈3500円 学生2500円 高校生以下
1000円〉 22日7時30分 23日2時／7時30分 24日
11時／3時開演 KAVCシアター
※5回【兵庫】
創造Street 「明日くじらが降ってくる」
1月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝KENSUSAKI
出演＝木村真梨子 坂口美紅 山下新生 長山知史
柴野航輝他 〈3500円 22歳以下3000円〉 22日8時
23日1時／7時 24日12時／5時開演 大阪市立芸
術創造館
※5回【大阪】
ポリゴンマジック 「地縛少年花子くん―The Mu
sical―」
1月22日㈮～24日㈰
脚本＝浅井さやか 演出＝吉谷光太郎 作曲＝tak
出演＝小西詠斗 髙石あかり 谷水力 設楽銀河
三原大樹他 〈9900円〉 22日6時 23日1時／6時
24日12時／4時30分開演 COOL JAPAN PARK
OSAKA・TTホール
※5回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1月28日㈭～31日㈰ 〈9900円〉 30日1時／6時
31日12時30分・5時 他2時／6時30分開演 シア
ターGロッソ ※8回
【東京】

劇団青年座 「シェアの法則」 1月22日㈮～31日㈰
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出演＝山本龍二

演出＝須藤黄英
岩倉高子

佐野美幸

25歳以下3500円

2000 円 〉 22・26・29 日 6 時
他2時開演 ザ・ポケット

森脇由紀
18歳以下

25・28 日 2 時 ／ 6 時
※12回【東京】

Noism0/Noism1 「Duplex」
脚本・演出＝金森穣

1月22日㈮～2月11日㈭
森優貴

出演＝Noism0 Noism1 〈5000円 25歳以下3000
円 高 校 生 以 下 1000 円 〉 23・30・6・11 日 5 時
24・7日3時
日休演

他7時開演

25～28・31・3・4・8・9

新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ・スタ

ジオB
※12回（5回／7回）
【新潟】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 2 月 25 日 ㈭ ～ 28 日 ㈰ 〈6000 円 25 歳 以 下 3000
円〉 27日3時／6時30分 28日3時 他7時30分開
演

彩の国さいたま芸術劇場・小ホール

【埼玉】

※5回

ツツシニウム 「フスマノオトン女子会」
1月23日㈯
脚本・演出＝福地慎太郎
出演＝高橋明日香 松木わかは 七海とろろ 渡邉
ひ か る 福 地 慎 太 郎 〈4000 円 〉 1 時 ／ 5 時 開 演
ステージカフェ下北沢亭
※2回【東京】
ロロ 「グッド・モーニング」
1月23日㈯
脚本・演出＝三浦直之
出演＝望月綾乃 大場みなみ 〈2500円 高校生以
下1000円〉 2時／6時開演 長久手市文化の家・風
のホール
※2回【愛知】
地点 ワークインプログレス公演 「地下室の人々」
1月23日㈯・24日㈰
脚本＝フョードル・ドストエフスキー 演出＝三浦
基
出演＝安部聡子 石田大 小河原康二 小林洋平
田中祐気 〈無料 投げ銭制〉 3時開演 ACAC展
示棟ギャラリーA
※2回【青森】
迷子の遊園地 「温故知新」
1月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝藤田寛
出演＝足立英恵 さおり 長藤粧子 福本なつき

ミズノシナコ 〈2500円 25歳以下1500円 20歳以
下1000円〉 23日6時 24日2時開演 浜松市鴨江
アートセンター
※2回【静岡】
SPAC・静岡県舞台芸術センター 「病は気から」
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1月23日㈯・24日㈰

脚本・演出＝ノゾエ征爾
出演＝阿部一徳

石井萠水

大高浩一

加藤幸夫

榊原有美他 〈4200円 大学生・専門学校生2000円
高校生以下1000円〉 2時開演 静岡市民文化会館
※2回【静岡】
ENGISHA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 1/24」
1月24日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝久留飛雄己 内海錬人
はる菜他 〈1500円
円〉 3時30分開演

中村なつ美

大地葵

オンライン配信チケット500

KISYURYURI THEATER

※1回【東京】

M² 「そして、死んでくれ」
脚本・演出＝緑慎一郎
出演＝ナカムラユーキ

1月24日㈰

中西浩

熊谷嶺他 〈無料〉 3時開演

豊田豪

吉田雅人

オンライン配信

※1回【神奈川】

カオスネット演劇祭 「第2回カオスネット演劇祭」
1月24日㈰
脚本＝武田宜裕 脚本・演出＝上田龍成 演出＝メ
イロー
出演＝ProjectShoveL 星くずロンリネス a/r/t/
s-rab INAGO-DX 〈無料〉 9時開演 youtube
live
※1回【東京】
重力/Note 「塔をめぐる話」
1月24日㈰・2月13日㈰
脚本＝川端康成 小川未明 構成・演出＝平井光子
出演＝今村よしこ 平井光子 RobMoreno 〈無料〉
24日3時／6時 13日11時開演 youtube live
※3回（2回／1回）
【東京】
三栄町LIVE×長田大史プロデュースVol.2 「蟲を
解放つ」
1月25日㈪
脚本＝福井しゅんや 演出＝長田大史
出演＝早川紗代 山中淳恵 華麗るぅ 椎名桂子
寺田結美他 〈アーカイブ配信3500円〉 11時配信
開始 三栄町LIVE STAGE
※1回【東京】
はらみかプロデュース 「ODEN〜記者会見の陣〜」

1月25日㈪～30日㈯
脚本＝益永あずみ 演出＝はらみか
出演＝はらみか 向井彩華 中井杏奈 井上麗夢
冨 樫 結 菜 他 〈8000 円 4500 円 〉 30 日 1 時 ／ 6 時
他7時開演 Y’sバイキングレストラン・新宿エス

テック情報ビル店

※7回【東京】

楽園王 「夏目漱石『夢十夜』」 1月25日㈪～31日㈰
脚本・演出＝長堀博士
出演＝しんばなつえ 加藤彩 宮田みや 大畑麻衣
子 小林なほこ他 〈無料配信〉 26・27・30日3時
／7時

31 日 12 時 ／ 4 時

youtube

他8時開演

28 日 休 演

※10回【東京】

FREE（S）「愚か者な僕」
1月25日㈪～31日㈰
脚本＝吉渓優太朗 演出＝福井佑歩
出演＝吉渓優太朗

福井佑歩

加藤亜門

塩澤天翔

尾前公仁他 〈3500円〉 29・30日2時／6時
時／5時
元住吉

他6時開演

31日1

スタジオ・フリースタイル
※10回【神奈川】

エヌオーフォー No.4 「『5 years after』ver.3 〜
J-T-N〜」

脚本・演出＝堤泰之

1月26日㈫～31日㈰

出 演 ＝ 陳 内 将 武 子 直 輝 長 江 崚 行 〈5500 円 〉
30・31 日 1 時／ 5 時 他 3 時／ 6 時 30 分開演 赤坂
RED/THEATER
※12回【東京】
三栄町LIVE 「15、６匹に減ったネコ」
1月26日㈫～2月7日㈰
脚本・演出＝貞岡秀司
出演＝泉田佑大 今井にこ 及川ひかり 神谷奈津
子 小 門 花 菜 他 〈4 0 0 0 円 〉 2 8・2 9・5 日 2 時
30・6・7 日 1 時 ／ 5 時 31 日 1 時 LIVE 配 信 26・
27・2・3 日 7 時 30 分 開 演 1・4 日 休 演 三 栄 町
LIVE STAGE
※14回（7回／7回）
【東京】
縁劇ユニット流星レトリック 「ローズクォーツに
誓いのキスを」
1月27日㈬～31日㈰
脚本＝沢田美佳 演出＝有馬芳彦
出演＝桜木優希音 千葉健玖 松岡雅士 樋口拓馬
大坪康亮他 〈特典付きスペシャルシート9000円
自由席 5500 円 配信チケット 3500 円〉 27 日 7 時
30日1時／6時 31日12時／4時30分 他2時／7時
開演 サンモールスタジオ
※9回【東京】
ロームシアター京都 「シーサイドタウン」
1月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝松田正隆

出演＝生実慧 鈴鹿通儀 大門果央 田辺泰信 深
澤しほ他 〈3000円 25歳以下2000円 高校生以下
1000 円 〉 30 日 2 時 ／ 6 時 31 日 2 時 他 6 時 開 演
ロームシアター京都ノースホール
※6回【京都】
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四国学院大学+青年団 「カガクするココロ」

他 〈3500円〉 29日6時30分

脚本・演出＝平田オリザ

nt theatre 1st

1月27日㈬～31日㈰

出演＝江島慶俊 大平峻世 白石英流 野久保弥恵
堀慎太郎他 〈1000円 学生500円〉 30日2時／7時
31日2時 他7時開演 四国学院大学ノトススタジ
オ

※6回【香川】

八角家 「ワンマン・ショー」 1月28日㈭～31日㈰
脚本＝倉持裕
出演＝赤星雨
他 〈3500円
時 30 分

演出＝八角数計
褚 生島誠人 齊藤圭祐

鈴木貴大

ツイキャス配信観劇2100円〉 28日7

31 日 2 時

ターKASSAI

他 2 時 ／ 7 時 30 分 開 演

シア

※6回【東京】

演劇集団ワンダーランド 「アチャラカ 昭和の喜
劇人 古川ロッパ、ハリキる」 1月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝竹内一郎
出演＝岡本高英

佐藤礼葉

柴田愛奈

笠倉祥文

森山真衣他 〈無料投げ銭制 配信チケット2500
円〉 30日1時／5時30分 31日11時30分／3時30分
他2時／7時開演 劇場MOMO
※8回【東京】
小板橋みすず脚本＆演出デビュー公演実行委員会
「ペットショップ」
1月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝小板橋みすず
出 演＝小板橋みすず 中島玲 奈 阿 部 シ コ ウ 他
〈4500円 3800円〉 29・30日1時／4時30分／8時
他3時30分／7時開演 参宮橋TRANCE MISSION
※10回【東京】
東京おかわり美女 「未来はボクらの手の中」
1月28日㈮～2月1日㈪
脚本・演出＝ゴブリン串田
出演＝榮竜盛 荒木郁 岩谷真奈 折笠秀幸 後藤
啓吾他 〈5200円〉 28日6時 1日12時／4時 他1
時／6時開演 「劇」
小劇場 ※9回（7回／2回）
【東京】
ひなた旅行舎 「蝶のやうな私の郷愁」
1月29日㈮・30日㈯
脚本＝松田正隆 演出＝永山智行
出演＝多田香織 日髙啓介 〈2800 円 22 歳以下
1500円〉 29日7時30分 30日2時開演 ゆめアー
ル大橋
※2回【福岡】
演劇集団ステージパラノーマル 「メグリアワセ」
1月29日㈮～31日㈰
脚本・演出＝森下健土
出演＝朝比奈愛恵 岩藤小町 上野剛吉 汐見玲香
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時30分

30日12時／3時／6

31日12時／3時30分開演 in→depende

※6回【大阪】

ENGISHA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 1/30」
1月30日㈯
脚本・演出＝大村未童

出演＝宮谷翠 凱世 高畠佑一郎 大地葵 内海錬
人 〈1500円 オンライン配信チケット500円〉 3
時30分開演

KISYURYURI THEATER
※1回【東京】

津あけぼの座 「葉桜と魔笛」
「畜犬談」 1月30日㈯
脚本＝太宰治 演出＝油田晃
出演＝川田章子 広田ゆうみ
ライン配信1500円〉 7時開演

山中秀太郎 〈オン

津あけぼの座
※1回【三重】
あし

か

演劇創造ユニット［フキョウワ］「足掻き」

1月30日㈯・31日㈰
脚本・演出＝下野佑樹
出演＝無糖新十郎 中筋捺喜 結木愛 大形駿也
成田尚輝他 〈3000円 23歳以下2000円 18歳以下
1500 円 〉 30 日 11 時 ／ 3 時 31 日 11 時 ／ 4 時 開 演
ウイングフィールド
※4回【大阪】
共通舞台 「とべないどろぼうとあおなめくじのはね」
1月30日㈯・31日㈰
脚本＝鈴木嵩久 演出＝村上太基
出演＝鈴木晨平 大谷朋也 鈴木嵩久 中村亮介
〈3500円〉 30日1時／7時 31日1時開演 ART TH
EATER 上野小劇場
※3回【東京】
シア・トリエ 「キル兄にゃとU子さん」
1月30日㈯・31日㈰
脚本・演出＝大信ペリカン
出演＝佐藤隆太 鳥居裕美 浅野希梨 〈1000円〉
30日6時 31日2時開演 せんだい演劇工房10-BOX
※2回【宮城】
飛ぶ劇場 「ガギグゲゲ妖怪倍々禁」
1月30日㈯・31日㈰
脚本・演出＝泊篤志
出演＝桑島寿彦 木村健二 葉山太司 脇内圭介
中川裕可里他 〈3000円 学生2000円 高校生以下
1200円〉 30日6時 31日2時開演 久留米シティプ
ラザ・Cボックス
※2回【福岡】
くちびるの会 「紙おしばい『ことだまの森』試演会」
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脚本・演出＝山本タカ
出演＝コロ
時開演

薄平広樹

1月31日㈰
堀晃大 〈無料〉 1時／3

武蔵野芸能劇場・小劇場

※2回【東京】

ENGISHA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 1/31」

1月31日㈰

脚本・演出＝大村未童
出演＝久留飛雄己 内海錬人

中村なつ美

大地葵

はる菜他 〈1500円 オンライン配信チケット500
円〉 3時30分開演 KISYURYURI THEATER

※1回【東京】

オフィスコットーネ 「墓場なき死者」
1月31日㈰～2月11日㈭
脚本＝ジャン＝ポール・シャルル・エマール・サル
トル 演出＝稲葉賀恵
出演＝土井ケイト

田中亨

中村彰男

富岡晃一郎

渡邊りょう他 〈4800円 25歳以下3500円

高校生

以下1000円〉 31日3時 3・6日2時／7時 4・7・
10・11日2時 他7時開演 駅前劇場
※14回（1回／13回）
【東京】
渡辺源四郎商店 「洞爺丸ものがたり」
1月31日㈰～2月14日㈰
脚本・演出＝畑澤聖悟
出演＝山上由美子 工藤良平 音喜多咲子 松野え
りか 渡邊望美他 〈2000円〉 31日2時開演 渡辺
源四郎商店しんまち本店よりライブ配信
※1回【青森】

2月
世界劇団 「ひとよひとよに呱々の声」
2月3日㈬・4日㈭
脚本・演出＝本坊由華子
出演＝本坊由華子 加藤春菜 〈3000円 25歳以下
2200円〉 7時30分開演 シアターねこ
※2回【愛媛】
※当公演は下記にて公演有り。
▼3月6日㈯・7日㈰ 〈3000円 25歳以下2200円〉
6日6時 7日2時開演 ぽんプラザホール ※2回
【福岡】
グッドディスタンス 「風吹く街の短篇集 第四章」
2月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝深井邦彦 脚本＝大岩真理 演出＝越
光照文 柏木陽
出演＝和田啓作 薩川朋子 松岡洋子 泉正太郎

石田迪子 〈3000円〉 3日4時／7時
／7時開演

OFF OFFシアター

他1時／4時

※14回【東京】

劇団NLT 「我が友 ドラキュラ」 2月3日㈬～7日㈰
脚本＝大田裕康 演出＝大江祥彦
出演＝川端槇二 海宝弘之 杉山美穂子 藤川恵梨
桑原一明他 〈3800円
6日1時／5時

配信2000円〉 5日2時／7時

7日1時 他2時開演

劇場MOMO
※7回【東京】

株式会社atlas 「僕とナターシャと白いロバ」
脚本＝Park Hae Rim

2月3日㈬～28日㈰

演出＝荻田浩一

Chae Han wool
出演＝東山光明 AKANELIV

月影瞳

作曲＝

伊藤裕一

〈8000円〉 5・7・11・12・14・19・21・23・26日2
時 6・13・20 日 1 時 ／ 6 時 10・17・25 日 2 時 ／ 7
時

他7時開演

9・16・24日休演

浅草九劇

※27回【東京】

芝居maker GoooooToJ 「汝、こじらせ！」
2月4日㈭
脚本＝雪つららきの 演出＝さすがやあうん
出演＝内藤彰子 さすがやあうん 〈無料オンライ
ン配信〉 6時30分開演 STAGE+PLUS
※1回【大阪】
江原千花公式 「モノロオグ」
2月4日㈭～7日㈰
脚本＝岸田國士 演出＝江原千花
出演＝江原千花 〈ライブ配信チケット1000円〉 4
日1時開演 山口県内の劇場
※1回【山口】
FOURTEEN PLUS 14＋ 「Starting Over」
2月4日㈭～7日㈰
脚本・演出＝中嶋さと
出演＝中嶋さと ともなが舞 こじまゆかこ トク
ドメハルナ 天神美里他 〈3000円 学生1500円〉
4日4時／7時30分 7日1時30分／4時 他1時30分
／4時／7時30分開演 ハコビル・ハコ町屋
※10回【福岡】
劇団coyote（劇団コヨーテ）「優しい乱暴」
2月4日㈭～11日㈭
脚本・演出＝亀井健

出演＝横尾寛 亀井健 大和田舞 脇田唯 ナガム
ツ他 〈3000円 学生1500円〉 6・7・11日2時 他
7時開演 生活支援型文化施設コンカリーニョ
※8回【北海道】
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feather stage 「サンサーラ式葬送入門―普賢篇―」

開演

脚本・演出＝細川博司

燐光群 「草の家」

2月4日㈭～14日㈰

出演＝feather stage 〈6500円〉 6・7・11・13・
14日1時／6時 12日2時／7時 他7時開演 9日休
演 シアターKASSAI
※16回【東京】
スタジオエッグス 「カケル〜糧と崖と賭け…の果
て？〜」
2月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝永井寛孝
出演＝こ～すけ EntertainerHi2
島洋樹

阿比留大樹

PESTRiCA 〈5000円〉 5日7時30分

2時／6時

7日1時／5時開演

BOX in BOX THEATER

高

6日

シアターグリーン

※5回【東京】

dysmic Entertainment 「オーサカ・ヘヴン」
2月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝高見健次
出演＝國藤剛志

松浦小夏

井路端健一

鈴木洋平

原敏一他 〈S席5500円 A席4500円〉 5日7時 6
日2時／6時 7日1時／5時開演 ABCホール
※5回【大阪】
オリジナルプロジェクト 「個室」
2月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝秋葉友佑 上遠野太洸 佐藤弘樹 〈4800
円〉 5日2時／8時 6日1時／7時 7日1時／4時開
演 HEP HALL
※5回【大阪】
まつプロジェクト 「部屋に流れる時間の旅」
2月5日㈮～8日㈪
脚本＝岡田利規 演出＝鹿目由紀
出演＝常住奈緒 松井真人 川本麻里那 〈3000円
学生2000円〉 5日7時30分 7日1時／6時 他2時
／7時開演 G/Pit
※7回【愛知】
屋根裏ハイツ 「パラダイス」
2月5日㈮～9日㈫
脚本・演出＝中村大地
出演＝瀧腰教寛 村岡佳奈 村上京央子 和田華子
宮川紗絵 〈3500円〉 5日6時 9日1時 他1時／6
時開演 STスポット
※8回【神奈川】
テニミュ製作委員会 「ミュージカル『新テニスの王

子様』The First Stage」
2月5日㈮～14日㈰
脚本・演出＝上島雪夫
出演＝今牧輝琉 山田健登 寶珠山駿 GAKU 高
橋怜也他 〈Ｓ席9500円 Ａ席7500円〉 5・10・12
日6時30分 9日1時30分／6時30分 他1時／6時
340

8日休演

日本青年館ホール

※15回【東京】

2月5日㈮～18日㈭

脚本＝守安久二子 演出＝坂手洋二
出演＝間宮啓行 円城寺あや さとうこうじ 鴨川
てんし 川中健次郎他 〈4200 円 25 歳以下・大
学・専門学校生1500円
時
時

高校生以下500円〉 5日6

9・15日7時 11・13日2時／6時 17日2時／7
他2時開演 ザ・スズナリ
※17回【東京】

「
『ヒプノシスマイク―Division Rap Battle―』
Rule the Stage―track.4―」 2月5日㈮～19日㈮

脚本＝亀田真二郎

演出＝植木豪

出演＝高野洸 松田昇大 秋嶋隆斗 阿部顕嵐 水
江建太他 〈18000円〉 6・7・9・11・13・14・16・

18日12時30分／5時30分 19日12時30分 他5時30
分 開 演 8・15 日 休 演 TOKYO DOME CITY
HALL

※当公演は下記にて公演有り。

※21回【東京】

▼2月25日㈭～28日㈰ 〈18000円〉 25日7時 26
日2時／7時 27日1時／6時 28日1時開演 メル
パルクホール大阪 ※6回【大阪】
▼3月5日㈮～7日㈰ 〈18000円〉 5日7時 他1時
／6時開演 福岡サンパレス ※5回【福岡】
ENGISHA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 2/６」
2月6日㈯
脚本・演出＝大村未童
出演＝宮谷翠 凱世 久留飛雄己 内海錬人 中村
なつ美 〈1500円 オンライン配信チケット500円〉
7時開演 KISYURYURI THEATER ※1回【東京】
芝居maker GoooooToJ 「なんじ、こじらせ！」
2月6日㈯
脚本＝雪つららきの 演出＝さすがやあうん
出演＝村井萌 たろう 佳菜 Manziii セキモト
シゲアキ他 〈無料オンライン配信〉 6時45分開演
コーヒーとランドリーのお店。ハレ ※1回【大阪】
演劇ユニットMISOJIN 「黒星の女 episode Ⅹ」
2月6日㈯
脚本・演出＝ニシオカ・ト・ニール
出演＝大石ともこ 赤星まき 罍陽子 倉垣まどか
矢野陽子 〈3500円 配信観劇2500円〉 2時／6時
開演

中目黒トライ

※2回【東京】

SPAC・静岡県舞台芸術センター 「ハムレット」
2月6日㈯・7日㈰
脚本＝シェイクスピア 演出＝宮城聰
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出演＝武石守正

奥野晃士

春日井一平

貴島豪他 〈4200円 60歳以上3500円
高校生以下 1000 円

河村若菜

学生2000円

障がい者 2900 円〉 2 時開演

静岡芸術劇場
※2回【静岡】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 2 月 11 日 ㈭ 〈4200 円 60 歳 以 上 3500 円 学 生
2000円
時開演
岡】

高校生以下1000円

下田市民文化会館・大ホール

れいわプロジェクト 「受付」
脚本＝別役実

演出＝宇吹萌

出演＝名嘉高志
分

障がい者2900円〉 2

の伝記」

2月6日㈯・7日㈰

野田愛佳 〈2500円〉 6日6時30

7日1時／4時開演

しんゆりシアター

※1回
【静

ギャラリーLE DECO
※3回【東京】

劇団わが町 「グスコーブドリ

脚本・演出＝ふじたあさや

2月6日㈯・7日㈰

出演＝劇団わが町 森山蓉子 古舘一也 〈2700円
学生2200円 小学生1500円 ライブ配信チケット
1000円〉 6日1時 7日12時開演 川崎市アートセ
ンター・アルテリオ小劇場
※2回【神奈川】
シイナナ 「シカクの森で、二人は」
2月6日㈯・7日㈰
脚本＝藤田サティ 演出＝皆都いづみ
出演＝ガトータケヒロ 内川ゆりか 福丸 脇田友
ナカメキョウコ他 〈2500円 アーカイブ配信チ
ケット1500円〉 6日12時／5時30分 7日12時／5
時開演 ウイングフィールド
※4回【大阪】
劇団うたたね.
〈ドット〉「咆哮
〈私たちはもう泣か
ない〉
」
2月6日㈯・7日㈰
脚本＝文三 演出＝三國裕子
出演＝ 三國裕子 大橋奈 央 芝 原 弘 三 浦 幸 枝
佐々木恵真 〈1000円〉 6日6時 7日2時開演 せ
んだい演劇工房10-BOX
※2回【宮城】
円盤に乗る派 「流刑地エウロパ」
2月6日㈯～8日㈪
脚本・演出＝カゲヤマ気象台
出演＝小山薫子 キヨスヨネスク 佐藤駿 田上碧
畠 山 峻 他 〈3000 円 〉 6 日 6 時 他 2 時 ／ 6 時 開 演
北千住BUoY

※5回【東京】

RED KING CRAB 「ありあけ」
2月6日㈯～13日㈯
脚本・演出＝竹原圭一

出演＝井藤淳矢
紗

木山正大

阿部大介他 〈3000円

ひらりそあ

山崎亜莉

学生1500円〉 6・11日

2時／7時 7・13日11時／4時 他7時30分開演 扇
谷記念スタジオ・シアターZOO
秦組 「方舟」

※12回【北海道】

2月6日㈯～14日㈰

脚本・演出＝秦建日子

出演＝阿佐美貴士 石井真司 今中美里 井本涼太
大島宏太他 〈5800円〉 8・9・12日7時15分 10日
2時／7時15分
d-倉庫

14日12時／5時

他1時／6時開演
※15回【東京】

「私の道しるべ」プロジェクト 「朗読劇
るべプロジェクト」
脚本＝差異等たかひ子

私の道し

2月6日㈯～14日㈰
演出＝柳下大

出演＝明音亜弥 朝田淳弥 一ノ瀬すぐる 大塚杏
奈 小川鈴花他 〈SS席10000円 S席6900円〉 6
日7時 7・13日12時／3時30分／7時
時30分
オ

他3時30分／7時開演

14日2時／5

サンモールスタジ

※19回【東京】

地域演劇イベント 「#演劇的な一日 in 大塚」
2月6日㈯～3月31日㈬
脚本・演出＝地域演劇イベント「#演劇的な一日 in
大塚」
出演＝aqiLa アムネシア 劇団ポムポム てあと
るみのり 劇団東俳他 〈無料〉 オンライン公演
※1回【東京】
劇団フルタ丸 「豚の砦―Pig Fort―」 2月7日㈰
脚本・演出＝フルタジュン
出演＝山田伊久磨 清水洋介 フルタジュン
〈3000円 アーカイブ観劇チケット2000円〉 4時開
演 「劇」小劇場
※1回【東京】
劇団こふく劇場 「昏睡」
2月7日㈰
脚本・演出＝永山智行
出演＝かみもと千春 濵砂崇浩 大迫紗佑里 有村
香澄 公募出演者 〈2500円 25歳以下1000円〉 2
時開演 いわき芸術文化交流館アリオス
※1回【福島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 3 月 12 日 ㈮ ～ 14 日 ㈰ 〈2800 円 25 歳 以 下 1500
円〉 12日7時30分 13日2時／7時 14日2時開演
三股町立文化会館 ※4回【宮崎】
▼ 4 月 10 日 ㈯・11 日 ㈰ 〈2800 円 25 歳 以 下 1500
円〉 10日7時 11日2時開演 三重県文化会館 ※
2回【三重】
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ENGISHA THEATER COMPANY 「演氣者塾

映1800円

脚本・演出＝大村未童

キャスト・スペース

ショートステージ 2/7」

2月7日㈯

出演＝宮谷翠 小松由佳 中村なつ美 高畠佑一朗
大村未童他 〈1500円 オンライン配信チケット
500円〉 3時30分開演 KISYURYURI THEATER

※1回【東京】

青年団

アンドロイド演劇 「さようなら」

脚本・演出＝平田オリザ

2月7日㈰～11日㈭

出演＝藝大オリジナルアンドロイド
忠 〈1000円
他7時開演

林ちゑ

海津

高校生以下無料〉 11日11時／2時

10日休演

江原河畔劇場 ※5回【兵庫】

オフィス上の空 キ上の空論 「ピーチオンザビー
チノーエスケープ」
「PINKの川でぬるい息」
脚本・演出＝中島庸介

2月7日㈰～14日㈰

出演＝藍澤慶子 井上実莉 浦田すみれ 広川碧
薫太他 〈Ｓ席8000円 Ａ席7000円〉 8～10・12日
2時／7時 他1時／6時開演 シアターサンモール
※16回【東京】
サヨナラワーク 「#週末はサヨナラワーク」
2月7日㈰・14日㈰・21日㈰
脚本＝略してエリー。 演出＝深寅芥
出演＝桜羽萌子 嶋垣くらら 水野奈月 折原つか
さ 栗田ゆうき他 〈2500円〉 9時開演 オンライ
ンシアター
※3回【東京】
企画団体
〈世界平和〉 会話劇
「大事な話をしようね」
2月7日㈰～28日㈰
脚本・演出＝駒優梨香
出演＝生田有我 久保田瑞樹 〈後日配信1000円
500円〉 10時配信開始 吉田山荘カフェ真古館
※1回【京都】
劇団鳥獣戯画 「三人でシェイクスピア」 2月8日㈪
脚本＝essWinfield AdamLong andDanielSinge
r 演出＝知念正文
出演＝赤星昇一郎 石丸有里子 ちねんまさふみ
〈4000円 高校生以下2800円〉 7時開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※1回【東京】
文化庁／東急株式会社 「魔女の夜」
2月8日㈪～13日㈯
脚本＝蓬莱竜太 演出＝山本卓卓
出演＝鈴木杏 入山杏奈 〈3800円 ライブ配信上
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リモートライブ配信1000円

ブ上映1800円〉 13日5時

アーカイ

他6時30分開演

渋谷

※6回【東京】

ユーキース・エンタテインメント 「激熱」
2月8日㈪～21日㈰
脚本＝大石晟雄

演出＝大迫洸太郎

出演＝稲葉春奈 長谷川桃花 合田円 會田唯真
山植久美加他 〈4000円 配信3500円〉 11・13・

14・20・21日1時／5時 他6時開演 10・12・15・
19日休演 STUDIOユーキース
※15回【東京】
劇団青い鳥

ショートショートシアター 「普通の

人々」
脚本＝天衣織女

演出＝芹川藍

2月9日㈫～14日㈰

出演＝天光眞弓 葛西佐紀 天衣織女 〈4600円
75歳以上3900円 小学生以下2500円〉 9日7時 10
日2時／7時

「劇」小劇場

12日2時

14日1時

他1時／6時開演

※9回【東京】

三栄町LIVE 「the Circulation」
2月9日㈫～23日㈫
脚本・演出＝佐藤信也
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 11・13・20・23日
1時／5時 12・19日2時 14・21日1時 他6時30
分開演 16日休演 三栄町LIVE STAGE
※18回【東京】
J-Theater 「夢うつろう、現の先に。」
2月10日㈬～14日㈰
脚本＝八十木小一 演出＝岡部涼音
出演＝三浦小季 寺村拓也 水原翔 夏采 伽夜乃
一途他 〈3000円 オンライン配信2000円〉 11・
14日1時 12日4時 他7時開演 小劇場 楽園
※5回【東京】
演人の夜 「僕達は出会った、霧烟る木々の中で」
2月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝金子賢太朗
出演＝新勝洋 池谷千紘 板谷美霞 荏原汐里 金
子賢太朗他 〈3800円〉 10日7時 14日12時／4時
他2時／7時開演 ウエストエンドスタジオ
※9回【東京】
100点un・チョイス! 「白い星〜シロイヒカリ〜」
2月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝相馬あこ
出演＝山本学 阿瀬川健太 花奈澪 立田優詞 中
尾太一他 〈S席7200円 一般席5500円〉 11・13日
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1 時／ 6 時
ケット

14 日 12 時／ 4 時

他 6 時開演

ザ・ポ

※8回【東京】

カメジルシ演劇団 「まいっちんぐマンガ道〜希望
への扉〜」
2月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝IKKAN 鳳恵弥
出演＝亀吉

武田知大

島津恵梨花

真理チャカローズ他 〈6500円
日 1 時 ／ 5 時 14 日 12 時 ／ 4 時

立花美優

窪

学生5000円〉 13
他2時／6時開演

シアターグリーン BOX in BOX THEATER
※10回【東京】
nu-ta 「杏仁豆腐のココロ」 2月10日㈬～14日㈰
脚本＝鄭義信 演出＝田中圭介
出演＝松村沙瑛子 大塚航二朗 〈4800円

学生

3500円 オンライン観劇2500円〉 14日12時 他6
時開演 シアター711
※5回【東京】
株式会社ボルテージ 「アニドルカラーズ キュアス

テージ SHUFFLE REVUE」 2月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝ほさかよう
出演＝辻諒 阿部快征 岸本勇太 樋口裕太 登野
城佑真他 〈Ｓ席12000円 Ａ席9000円〉 10・12日
6時 他12時／5時開演 THEATRE1010
※8回【東京】
乱痴気STARTER 「ボウズウォーズ7〜七福神は
門に来たる
（笑）
〜」
2月10日㈬～14日㈰
脚本＝山元彩 演出＝中山浩
出演＝若林美保 小木宏誌 有田一章 山元彩 大
森宏太郎他 〈4500円〉 10日7時 13日2時／6時
14 日 3 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演 シ ア タ ー グ リ ー ン
BIG TREE THEATER
※8回【東京】
銀岩塩 FUSIONICAL STAGE「ABSO-METAL2
〜群盲の逆襲〜」
2月10日㈬～14日㈰
脚本＝塩田泰造 演出＝井上正大
出演＝正木郁 伊藤萌々香 遊馬晃祐 柏木佑介
髙﨑俊吾他 〈12500円 10000円 8000円〉 11・
13日2時／7時 14日1時／5時 他7時開演 こく
みん共済coopホール／スペース・ゼロ
※8回【東京】
秋田雨雀・土方与志記念

青年劇場 「鮮かな朝」

2月10日㈬～21日㈰
脚本＝森脇京子 演出＝大谷賢治郎
出演＝武智香織 蒔田祐子 岡本有紀 池田咲子
五嶋佑菜他 〈4800円 30歳以下3300円 中高生
シート1000円〉 10・12日6時30分 11・14・17日

2時

休演

21日2時／5時

他2時／6時30分開演

青年劇場スタジオ結（YUI）

15日

※17回【東京】

坂本企画 「娘たちのうたわない歌」
2月11日㈭～14日㈰
脚本・演出＝坂本涼平
出演＝鳩川七海

小野村優

古賀柚奈

荘司歩美

〈4000 円 25 歳以下 2500 円〉 11 日 4 時／ 7 時 30 分
12日7時30分 13日12時／4時／7時30分 14日12
時／4時開演

難波サザンシアター

劇団皆奏者 「0号」

脚本＝柿ノ木タケヲ

※8回【大阪】

2月11日㈭～14日㈰

演出＝神崎真

出演＝清水咲歩 七ミリッチ 中尾多福 森下愛梨
畑中美帆他 〈3500円 学生2000円 高校生以下
1000円〉 11日5時 14日12時
大阪市立芸術創造館

他12時／5時開演
※6回【大阪】

激富／GEKITONG 「End of the day〜あすくる〜」

2月11日㈭～14日㈰
脚本＝中尾周統 演出＝フランキー仲村
出演＝風太 中尾周統 神尾晋一郎 中聡一朗 和
泉有真他 〈5000円〉 14日1時／5時 他1時／6時
開演 ABCホール
※8回【大阪】
伊沢勉の会 「ニュートンのゆりかご」
2月11日㈭～14日㈰
脚本・演出＝伊沢勉
出演＝廣瀬菜都美 元山未奈美 川瀬幸恵 〈3500
円 学生・オンライン2500円〉 11日6時 12日3時
／7時 13日2時／6時 14日11時／3時開演 ささ
しまスタジオ
※7回【愛知】
よみドコ 「よみドコ朗読公演＃7」
2月11日㈭～14日㈰
脚本・演出＝ken
出演＝吉田健太郎 魚住アリナ 柳原光貴 長谷川
恒 来太他 〈3000円〉 12日7時 14日1時／5時
他2時／7時開演 両国アプローズスタジオ
※7回【東京】
最遊記歌劇伝旅社 「最遊記歌劇伝―sunrise―」
2月11日㈭～14日㈰
脚本・演出＝三浦香 作曲＝浅井さやか

出演＝鈴木拡樹 椎名鯛造 平井雄基 藤原祐規
法 月 康 平 他 〈13500円 9800円 〉 13日1時 ／6時
14日12時／5時 他7時開演 COOL JAPAN PARK
OSAKA・WWホール
※6回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
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▼2月18日㈭～24日㈬ 〈13500円 9800円〉 20・
21・23 日 1 時 ／ 6 時
22日休演

24 日 2 時 ／ 7 時

ステラボール

他7時開演

※10回【東京】

公益社団法人 国際演劇協会 日本センター

リー

ディング公演 「ウエストブリッジ」
「自殺の解剖」

2月13日㈯・14日㈰

PaingSoe
〈パインソー〉「何もないけど、蒼ざめる」
2月11日㈭～14日㈰

脚本＝レイチェル・デ＝レヘイ アリス・バーチ
翻訳＝小田島創志 關智子 演出＝扇田拓也 生田
みゆき

介 演出＝山田マサル
出演＝泉香奈子 ツルオカ

梅村綾子他 〈1500円〉 11時30分開演 調布市せ
んがわ劇場
※2回【東京】

脚本＝川尻恵太

伊藤栄之進

渋木のぼる

小島達子

井上悠

山田マサル

〈4000円 学生2500円 有料配信1200円〉 13日2時
30分／7時30分 14日3時 他7時30分開演 演劇
専用小劇場BLOCH

※5回【北海道】

座・れら 「空の村号」
2月11日㈭～18日㈭
脚本＝篠原久美子 演出＝戸塚直人

出演＝町田誠也 小沼なつき 工藤康司 鈴山あお
い 山木眞綾他 〈3000円 学生1500円〉 13・14
日11時／3時

16日4時

他7時15分開演

こどもの劇場・やまびこ座

札幌市

※10回【北海道】

貴楽屋 「ジュンサイ」
2月12日㈮～14日㈰
脚本＝柴切正輝 演出＝岩本貴子
出演＝岩本貴子 竹村とよ志 加藤照男 嶋村昇次
福居雄斗他 〈3000円〉 12日7時30分 13日2時30
分／6時30分 14日1時／5時開演 参宮橋TRAN
CE MISSION
※5回【東京】
ほろすこーぷず 「おとぎばなしと私小説」
2月12日㈮～14日㈰
脚本＝中映乃 演出＝浦浜綾ユ
出演＝安部みはる 柿本亜紀 兼子佳那子 高橋真
理 戸 泉 真 衣 〈3500 円 配 信 チ ケ ッ ト 2500 円 〉
12日6時 他2時／6時開演 OFF OFFシアター
※5回【東京】
株式会社WARE 「いきなり本読み！with 宮藤官
九郎」
2月13日㈯
脚本・演出＝宮藤官九郎
出演＝岩井秀人 中村獅童 平田敦子 富田望生
浅野和之 〈オンライン配信チケット3000円〉 8時
開演 浅草東洋館
※1回【東京】
劇団片羽蝶 「モノクロ上の空」
2月13日㈯・14日㈰

脚本・演出＝西島輝
出 演 ＝ 劇 団 片 羽 蝶 〈2500 円 映 像 配 信 1500 円 〉
13日3時／7時 14日12時／4時開演 仮想劇場ウ
イングフィールド
※4回【大阪】
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出演＝木山廉彬

安藤みどり

菊池夏野

磯田美絵

劇団サムライナッツ 朗読劇 「ゴースト・プラネッ
ト〜星の降る街〜」

脚本・演出＝松崎剛也

2月13日㈯・14日㈰

出演＝城田和彦 なかじまあいり 松崎剛也他
〈1000円 高校生以下無料〉 13日7時 14日11時／
2時30分開演

駒ヶ根市地域交流センター
※3回【長野】

「みんなの劇場」こどもプラグラム 「かむじゆうの

ぼうけん〜うみのしゃぼんだま〜」
2月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝まいやゆりこ
出演＝芦谷康介 大熊ねこ 葛西健一 仲谷萌 山
谷一也 〈1200円 子ども700円〉 11時開演 AI・
HALL
※2回【兵庫】

劇団東京以外 「妥協点P」
2月14日㈰
脚本＝柴幸男 演出＝ナツメユタカ
出演＝小林大地 松沢ひかり 櫻内華恵 宮本一文
岡田至織 〈無料カンパ制〉 12時／4時開演 オン
ライン
※2回【東京】
藤原たまえプロデュース 「カミキレ」
2月14日㈰～21日㈰
脚本・演出＝藤原珠恵 脚本＝幸野紘子 常松花穂
出演＝幸野紘子 斉藤太一 塩山みさこ ジョニー
高山 常松花穂他 〈4000円〉 14日3時 18日3時
／7時 20日1時／5時 21日1時 他7時開演 小
劇場B1
※10回【東京】
令和に万葉！プロジェクト 「やかもち〜万の葉を
集めて〜」
2月15日㈪・16日㈫
脚本＝大岩真理 演出＝村野玲子
出演＝和泉元彌 池上季実子 本多真弓 東地宏樹
藤崎卓也他 〈4500円〉 15日7時
7時開演 シアター711

16日2時30分／
※3回【東京】

玉造小劇店 「長い長い恋の物語」
2月16日㈫～21日㈰
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脚本・演出＝わかぎゑふ
出演＝コング桑田
亭銀瓶

野田晋市

うえだひろし

植 木 歩 生 子 他 〈4000 円

笑福

学 生 2000 円 〉

19 日 2 時 ／ 7 時 20・21 日 2 時 ／ 6 時 他 7 時 開 演
ウイングフィールド
※9回【大阪】
日々の噺 「ヲトギ噺・陰陽物語」
脚本＝千歳まち

2月17日㈬～21日㈰
演出＝澤田洋榮

出演＝有栖川姫子 守上慶人 池田謙信 河合国広
大塚真矢他 〈S席6500円 5000円 配信チケット
2500円〉 19・20日1時／6時30分
／4時30分

他6時30分開演

MONO 「アユタヤ」

脚本・演出＝土田英生
出演＝水沼健 奥村泰彦
田英生他 〈4000円
7時

21日2時

21日12時30分

萬劇場 ※8回【東京】
2月17日㈬～21日㈰

尾方宣久

金替康博

土

25歳以下2000円〉 20日2時／

他7時開演

ABCホール

※6回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 2 月 26 日 ㈮・27 日 ㈯ 〈3500 円 25 歳 以 下 2000
円〉 26日7時 27日2時開演 JMSアステールプ
ラザ 多目的スタジオ ※2回【広島】
劇団BDP 「飴屋の夜に…」 2月17日㈬～21日㈰
脚本＝東直子 演出＝青砥洋
出演＝上野愛実 漆原志優 伊藤香 小渡優菜 筑
根昌平他 〈3500円〉 17日6時30分 20・21日1時
／4時 他2時30分／6時30分開演 ザ・ポケット
※9回【東京】
劇団水中ランナー 「先の綻び」
2月17日㈬～23日㈫
脚本・演出＝堀之内良太
出演＝中嶋アキ 夏美沙和 水谷彩咲 加茂井彩音
天野なつ子他 〈4300円〉 19日2時／7時 20・21
日1時／6時 23日2時 他7時開演 サンモールス
タジオ
※10回【東京】
朗読劇
「私立探偵 濱マイク」製作実行委員会 「我が
人生最悪の時」
2月17日㈬～23日㈫
脚本・演出＝樫田正剛
出演＝佐藤流司 矢部昌暉 志村玲於 太田奈緒

秋山真太郎他 〈8500円〉 17日7時 20・21日1時
／5時 23日12時／4時 他2時／7時開演 ヒュー
リックホール東京
※13回【東京】
青春舞台
「1518! イチゴーイチハチ !」製作委員会

「1518!」

脚本・演出＝安藤陽佳
出演＝辻本達規

菊池愛

2月17日㈬～23日㈫
椿梨央

栗原沙也加

蒼

井優樹他 〈8000 円〉 20 日 2 時／ 6 時 21・23 日 1
時／5時 他6時開演 19日休演 シアターグリー
ン BIG TREE THEATER
※9回【東京】
文化庁・日本劇団協議会 「僕の庭のLady」
2月17日㈬～23日㈫
脚本＝アラン・ベネット 演出＝河田園子
出演＝旺なつき 釆澤靖起 多田直人 五味多恵子
山 口 研 志 他 〈4500 円
17 日 5 時 30 分

学 生・25 歳 以 下 2500 円 〉

20・21 日 1 時

RED/THEATER

他2時開演

赤坂

※7回【東京】

SOLO Performance ENGEKI 「HAPPY END」
2月17日㈬～23日㈫
脚本＝宮本武史

演出＝粟島瑞丸

出 演 ＝ 梅 津 瑞 樹 〈9800 円 〉 18 日 3 時 ／ 6 時 30 分

20・21日12時30分／4時 23日1時／5時 他6時30
分開演 シアターサンモール
※11回【東京】
Flying Trip 「キミノタケ」 2月17日㈬～25日㈭
脚本・演出＝春間伸一
出演＝野口準 DAO 浜浦彩乃 松村泰一郎 有
本 大 貴 他 〈7000 円 〉 17・25 日 6 時 他 6 時 開 演
18・19・22・24日休演 こくみん共済coopホール
／スペース・ゼロ
※8回【東京】
劇団うけつ 「クラスター」
2月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝こんどー拓真
出演＝川野辺澪 土橋竜太 高渕優寿 佐々木真菜
近藤拓真他 〈4000円 配信チケット2000円〉 20
日2時／6時 21日2時 他7時開演 OFF OFFシ
アター
※5回【東京】
空宙空地 「その鱗 夜にこぼれて」
2月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝関戸哲也
出演＝おぐりまさこ 八代将弥 斉藤やよい 棚瀬
みつぐ 暁月セリナ他 〈3000円 22歳以下1700円
高校生以下1000円〉 20日11時／3時／7時 21日
11時／3時 他7時30分開演 in→dependent th
eatre 1st
※7回【大阪】

※当公演は下記にて公演有り。
▼ 3 月 3 日 ㈬・4 日 ㈭ 〈3000 円 22 歳 以 下 1700 円
高 校 生 以 下 1000 円 〉 3 日 7 時 30 分 4 日 2 時 開 演
札幌市教育文化会館・小ホール ※2回【北海道】
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ソフトボイルド 「タンブル・アンヘルズ」
脚本＝細川博司

2月18日㈭～21日㈰

演出＝榎本くるみ

出演＝高田舟 加藤光大 榎本くるみ 〈S席7000
円 特 典 付 A 席 6000 円 A 席 5000 円 〉 18 日 7 時
19日2時／7時 20日1時／6時 21日12時／4時開
演

シアターグリーン BOX in BOX THEATER

※7回【東京】

村滋他 〈無料〉 2時開演
つばたホール

パティオ池鯉鮒・かき

※1回【愛知】

無名劇団 「私戯曲 りんごのうた」
2月20日㈯
脚本・演出＝島原夏海
出演＝泉侃生 島原夏海 柊美月 〈無料 ライブ

配信1000円〉 2時／5時30分開演 SENRITOよみ
うりホール

※2回【大阪】

舞台「プロジェクト東京ドールズ」制作委員会 「プ
ロジェクト東京ドールズ」
2月18日㈭～28日㈰

Monogatalina 「ジュロコロランド

出演＝七木奏音

出演＝末原拓馬 〈4000円〉 4時開演

脚本＝なるせゆうせい

演出＝松田壱岱

天音みほ

富田麻帆

舞川みやこ

長谷川里桃他 〈10500円 8500円〉 20～23・27日
1時／6時30分 28日12時／4時30分 他6時30分開
演

24日休演

THEATRE1010

空の驛舎 「ghost notes」
脚本・演出＝中村ケンシ

※16回【東京】

2月19日㈮～21日㈰

出 演 ＝ 北 村 守 佐 藤 あ い 小 島 翔 太 〈2500 円 〉
19日7時30分 20日12時／4時／8時 21日11時／3
時開演 SPACE9
※6回【大阪】
名優座 「桃太郎の大冒険」
2月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝村手龍太
出演＝宇榮原真美 高井まりあ 戸田由人 石黒南
高橋光子他 〈3500円〉 21日12時／5時 他1時／
6時開演 シアターシャイン
※6回【東京】
LIVEDOG 「DOG’S」
2月19日㈮～28日㈰
脚本＝浅野泰徳 演出＝村田充
出演＝栗原大河 吉川日菜子 小原卓也 戸舘大河
佐竹真依他 〈S席7800円 Ａ席6300円 学生A席
3800円〉 20・21・23・27日1時／6時 22・24日7
時 28日12時／4時 他2時／7時開演 中目黒キ
ンケロ・シアター
※18回【東京】
EPOCH MAN 「夢ぞろぞろ」
2月19日㈮～28日㈰
脚本・演出＝小沢道成
出演＝田中穂先 小沢道成 〈4000円〉 20・23・
27日2時／6時 21・28日2時 25日2時／8時 他8
時開演 22日休演 シアター711
※13回【東京】
東京演劇集団風バリアフリー演劇 「星の王子さま」
2月20日㈯
作＝サン=テグジュペリ 訳＝内藤濯 演出＝浅野
佳成
出演＝白根有子 緒方一則 渋谷愛 工藤順子 中
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脚本・演出＝末原拓馬
ターパインズカフェ

開園式」
2月20日㈯
吉祥寺ス

※1回【東京】

座・大阪神戸市民劇場 「また逢う日まで」
2月20日㈯
脚本＝深山うぐいす
出演＝赤鹿充翁

演出＝秋朔海

北戸寿文

御所園明希

才ノ本夏

実 東田安広他 〈2500円 配信チケット2000円〉
3時開演 神戸ポートオアシス
※1回【兵庫】
Gin’s Bar＋アクターズ仙台 「おんなたちの3.11」
2月20日㈯・21日㈰
脚本＝井伏銀太郎 演出＝西澤由美子
出演＝武藤修平 五浄壇 西澤由美子 有賀友梨
〈無料〉 11時／2時開演 せんだい3.11メモリアル
交流館
※4回【宮城】
※当公演は下記にて公演有り。
▼2月27日㈯・28日㈰・3月13日㈯・14日㈰・27日
㈯・28日㈰ 〈2500円〉 2時／5時開演 Quarter
Studio ※12回【宮城】
Mina Watoto 「Own Eyes〜キミの心でみる世
界〜」
2月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝中澤聖子
出演＝中澤聖子 橋本礼 鈴木光介 〈4000円 中
高生1500円 小学生以下1000円〉 11時／3時開演
ザムザ阿佐谷
※4回【東京】
くまもと演タメ学園生徒会 「GO!サニーGO!」
2月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝北村茜
出演＝長瀬智輝 野田敢 西田雄紀 松本華明 北

村茜他 〈2500円 配信1500円〉 20日6時 21日12
時30分／4時30分開演 熊本市男女共同参画セン
ターはあもにい・多目的ホール
※3回【熊本】
ユニークポイント 「ザムザ

オンザ

ベッド」
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2月20日㈯・21日㈰

脚本・演出＝ユニークポイント

劇場

※8回【鳥取】

出演＝ユニークポイント 〈2000円 25歳以下1000

劇団音乃屋オンライン公演 「はごろも〜三保の伝

北九州芸術劇場＋市民共同創作リーディング 「Re:

高校生以下・障がい者無料〉 2時開演

円〉 11時／12時／13時／14時／15時／16時／17
時開演 白子ノ劇場
※14回【静岡】

北九州の記憶〜番外編〜」
脚本・演出＝内藤裕敬

2月20日㈯・21日㈰

出演＝文目卓弥 有門正太郎 飯野智子 内田ゆみ
内山ナオミ他 〈1000円〉 20日2時／6時 21日2
時開演

北九州芸術劇場・小劇場

※3回【福岡】

The Stone Age ヘンドリックス 「2月の現状
『もっ
ともらしく押す』
『悪い手』
」
2月20日㈯～22日㈪
脚本・演出＝朝田大輝
出演＝武田操美 西原希蓉美
ち

宮脇玲香

田中志保他 〈2000円〉 20日6時30分

時／2時30分／5時

阪市中央公会堂

竜崎だい
21日12

22日12時／2時30分開演

大

※6回【大阪】

時来組アトリエ公演 「時来組と仲間達を招いて大
人の文化祭」
2月20日㈯～23日㈫
脚本・演出＝泉堅太郎
出演＝板野成美 木村恭介 大橋めりさ 長島翼
泉堅太郎他 〈3800円〉 22日6時 他1時開演 アー
トスポット・ラド
※4回【東京】
一般社団法人深海洋燈 「小鳥の水浴」
2月20日㈯～23日㈫
脚本＝レナード・メルフィ 脚本・演出＝申大樹
出演＝傳田圭菜 藤光浪 史椛穂 高橋孝衣 松本
麻実他 〈4500円 学生3000円〉 21・23日1時／5
時 他2時／6時開演 池袋GEKIBA ※8回【東京】
東北学院大学演劇部 「ノールック・スノーマン」
2月20日㈯～28日㈰
脚本・演出＝石垣瞳
出演＝アキヤマヒロキ ゆう 蜂谷茉美 でんでん
でるた 佐々木貴子他 〈無料動画配信〉 18時開
演 東北学院大学・土樋キャンパス・90周年記念
館3階大ホール
※1回【宮城】
鳥の劇場 「戦争で死ねなかったお父さんのために」
2月20日㈯～28日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝中島諒人
出演＝齊藤頼陽 中川玲奈 高橋等 中垣直久 安
田 茉 耶 他 〈2000 円 18 歳 以 下 500 円 中 学 生 以
下・ライブ配信無料〉 2時開演 24日休演 鳥の

承にもとづく〜」
2月20日㈯～3月7日㈰
脚本・演出＝関根淳子
出演＝関根淳子 川野誠一 新保有生 〈1000円
乗寺

庵原山一

※1回【静岡】

演劇人交流育成公演 「音楽劇☆鼬2021〜真船豊
『鼬』から〜」
2月21日㈰～23日㈪
脚本＝佐藤茂紀
出演＝林正子

演出＝流山児祥

瑠華

牧田純一

星郁也

佐々木雅

彦他 〈2500円 学生・25歳以下2000円 高校生以
下 1000 円 〉 21 日 3 時 23 日 11 時 30 分 ／ 3 時 開 演
22日休演

グランシア須賀川・ペオニー
※3回【福島】

あひるなんちゃら関村個人企画劇場版 「宇宙の話

を3つしよう」
2月21日㈰～23日㈪
脚本・演出＝関村俊介
出演＝松木美路子 篠本美帆 石澤美和 杉木隆幸
根津茂尚他 〈21・23日1000円 22日3000円〉 21
日1時／5時／9時 22日7時30分 23日1時／3時／
5時開演 駅前劇場（ライブ配信）
※7回【東京】
えんげきDAMON 「ネコDAMON2021」
2月22日㈪・23日㈫
脚本・演出＝高倉良文 福井しゅんや 村上弦 知
江崎ハルカ
出演＝さくら 福家巌 佐合庸太郎 藤本裕一 高
倉良文他 〈4300円〉 5時開演 小劇場メルシアー
ク神楽坂
※2回【東京】
OKAMI企画 「ヨコハマ学生演劇フェス2020」
2月22日㈪・23日㈫
脚本・演出＝OKAMI企画
出演＝芝居の最もアツイ場所 枯井戸企画 明治学
院大学演劇研究部 劇団天の河神社他 〈3500円
学生2500円 配信2000円〉 22日5時 23日3時開
演 かながわアートホール
※2回【神奈川】
犬飼勝哉短編演劇 「アイランド
脚本・演出＝犬飼勝哉
出演＝石渡愛 高澤聡美
／7時開演 SCOOL

序」 2月23日㈫

矢野昌幸 〈無料〉 3時
※2回【東京】

オリジナルプロジェクト 「友技会」
脚本・演出＝オリジナルプロジェクト

2月23日㈫
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出 演＝秋葉友佑

〈4500円
ジオ

鵜飼主水

門野翔

配信2000円〉 1時／5時開演

萩原成哉

バルスタ

※2回【東京】

舞台手話通訳付きリーディング公演 「凛然グッド
バイ」
2月23日㈫
脚本・演出＝樋口ミユ

出演＝大木実奈 大鶴美仁音 鳥飼健太郎 ののあ
ざみ 服部容子他 〈無料〉 2時開演 穂の国とよ
はし芸術劇場PLAT アートスペース

※1回【愛知】
うた げき

若木志帆Birthday2021記念公演 「Wの歌劇」
脚本・演出＝若木志帆
出演＝若木志帆

2月23日㈫・24日㈬

桜花昇ぼる

よ 〈5000円〉 23日6時
道頓堀ZAZA HOUSE

友麻亜里

ゆめのさ

24日3時／6時30分開演
※3回【大阪】

Last Session 「わが町

岡山」
2月23日㈫～28日㈰
原作＝ソーントン・ワイルダー 構成＝柴幸男 演
出＝大森孝介
出演＝櫻井杏子 三島知幸 福島美祐 丸山麻紘
久保田菜月他 〈2500円 学生1500円〉 24・26日7
時30分 28日2時 他2時／7時30分開演 25日休
演 上之町會舘
※7回【岡山】
劇団やりたかった 「犬猿雉と桃太郎たち」
2月23日㈫～28日㈰
脚本＝かぐやまふたみち 演出＝YammerSunshi
ne
出演＝木下咲希 桂川太郎 山口将也 尾崎楓 仲
間優理愛他 〈3000円〉 25・26日7時 他2時／7時
開演 参宮橋TRANCE MISSION ※10回【東京】
東京ドラマステージ 「永遠のyouth」
2月23日㈫～3月3日㈬
脚本＝リョウKスカイフィッシュ 演出＝松下軽美
出演＝高橋りな 山本華菜子 渡邊大輝 美波すみ
れ 北中僚介他 〈4500円〉 24～26・1～3日6時
他2時／5時開演 STUDIOユーキース
※12回（9回／3回）
【東京】
尾米タケル之一座 「布団漂流記」

2月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝尾米タケル
出演＝小谷真一 北ひとみ 山下智代 香衣 鹿島
涼他 〈4000円 オンライン配信2500円〉 24日7時
28日1時／5時 他2時／7時開演 Geki地下Liber
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※9回【東京】

幻都 「テンダーシング―ロミオとジュリエットよ
り―」

原作＝シェイクスピア
監修＝松岡和子

2月24日㈬～28日㈰

脚本＝ベン・パワー

演出＝荒井遼

翻訳

出演＝土居裕子 大森博史 〈5800 円 35 歳以下
5000円 25歳以下3500円〉 24日6時30分 25日1
時

／6時

演パラータ

26日2時／6時

ザレ×ゴト 「双子の空」

脚本・演出＝阿部泰之
出演＝長濱元希 早矢仕千磨
愛

他1時／5時開演

東

※9回【東京】

2月24日㈬～28日㈰
三上由貴

石川雅里

石 本 幹 太 他 〈3800 円 〉 26・27 日 2 時 ／ 7 時

28日12時／4時

他7時開演

調布市せんがわ劇場
※8回【東京】

WATARoom 「VIVID CONTACT―re:born―」
2月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝柏進
出演＝納谷健 安里勇哉 山本芳樹 田中精 ピク
ニ ッ ク 他 〈7500 円 〉 24 日 7 時 27 日 1 時 ／ 6 時
28日12時／4時 他2時／7時開演 ザ・ポケット
※9回【東京】
Aga-risk Entertainment無観客配信公演 「TO
TYO2020 誰かが、聞いている」
2月25日㈭
脚本・演出＝冨坂友
出演＝淺越岳人 伊藤圭太 榎並夕起 鹿島ゆきこ
熊谷有芳他 〈2000円〉 7時開演 サンモールスタ
ジオ
※1回【東京】
ねこMam-MA 「春の一番」
2月25日㈭
脚本・演出＝高倉良文
出演＝二葉泰亮 小名木美里 ふくいきよか 潔進
船井進他 〈4000円〉 7時開演 しもきたDAWN
※1回【東京】
三栄町LIVE萬來啓太プロデュース公演 「見上げ
た先の花曇り」
2月25日㈭～3月9日㈫
脚本・演出＝萬來啓太
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 27・28・6日1時／
5時 5・7日2時 9日2時／6時30分 他6時30分開
演

3日休演

三栄町LIVE STAGE
※16回（6回／10回）
【東京】
こも ごも

山の手事情社 「交交」

2月25日㈭～28日㈰
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脚本・演出＝中川佐織
出演＝ 有村友花

楠夏野

〈2300円〉 25日7時
開演

小西ひろ

28日1時／5時

山の手事情社アトリエ

酒井千秋

他2時／7時

※7回【東京】

四国学院大学 身体表現と舞台芸術マネジメント・

メジャー8期生卒業公演 「あいまいな死よ来たれ」
2月25日㈭～28日㈰

脚本・演出＝江島慶俊

出演＝有光慧 太田奈緒 大平峻世 片山愛梨 北
川叶未他 〈1000円 大学生以下500円〉 27日2時
／7時

28日2時

スタジオ

他7時開演

四国学院大学ノトス

※5回【香川】

演

神戸アートビレッジセンター

※当公演は下記にて公演有り。

※5回【兵庫】

▼3月5日㈮～7日㈰ 〈4500円〉 5日6時
5時開演

こまばアゴラ劇場

他1時／

※5回【東京】

遊劇舞台二月病 「night way」
脚本・演出＝中川真一
出演＝石田麻菜美 武田真悠

2月26日㈮～28日㈰

橋本達矢

松原佑次

ルーデルマン大地他 〈3300円 25歳以下2200円〉
26日7時30分 27日11時30分／3時30分／7時30分
28日12時／4時開演

ウイングフィールド

※6回【大阪】

ぱすてるからっと 「西園寺家の繁用」

しあわせ学級崩壊 「幸福な家族のための十五楽章」

脚本・演出＝佐藤颯

脚本・演出＝僻みひなた

出演＝青柳伽奈

有村瞳

地華鈴他 〈S席6500円

2月25日㈭～28日㈰

宮沢雪乃

AYAKA

伊

A席5500円〉 25日5時30

分 28日12時／4時 他2時／6時開演 シアター
グリーン BOX in BOX THEATER ※7回【東京】
空間再生事業

劇団GIGA 「宝島」
2月25日㈭～28日㈰
脚本＝寺山修司 演出＝山田恵理香
出演＝五味伸之 宗真樹子 藤城道博 〈3000円
22 歳以下 1500 円 小学生以下 1000 円〉 25 日 7 時
28日3時 他3時／7時開演 ぽんプラザホール
※6回【福岡】
Creative Pot Tokyo 「魔術」
2月26日㈰
脚本＝芥川龍之介 脚本・演出＝髙橋悠之輔
出演＝木下出 飯田映理子 髙橋悠之輔 〈1000円
動画アクセス券500円〉 4時開演 AKASAKAダ
イニング
※1回【東京】
Voyantroupe 「暗君―カリギュラエフェクト―」
2月26日㈮～3月7日㈰
脚本・演出＝宇野正玖
出演＝平良和義 和日和生 山口晃洋 山下諒 窪
田裕仁郎他 〈5000円 通し9000円〉 26・1日2時
27・28・7日1時 他1時／6時30分開演 2日休演
シアターKASSAI
※13回（3回／10回）
【東京】
オパンポン創造社 「オパンポン★ナイト〜ほほえ
むうれひ〜」
2月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝野村有志
出演＝野村有志 川添公二 飯嶋松之助 伊藤駿九
郎 成瀬遥他 〈4500円〉 26日6時 他1時／5時開

出演＝村山新

梢栄

久保柚香他 〈3500円

2月26日㈮～28日㈰

戸村健太郎

佐藤すみ花

田

学生2500円〉 26日2時／6

時15分 27日11時30分／3時／6時15分 28日11時
30分／3時開演 ウエストエンドスタジオ
※7回【東京】
Project UZU 無観客ライブ配信公演 「即興抒
情曲『人狼の詩』」
2月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝AGATA
出演＝Project UZU 〈2500円〉 26日7時 27日4
時／ 7 時 28 日 1 時／ 4 時開演 in → dependent
theatre 1st
※5回【大阪】
KUROGOKU 「DOLL」
2月26日㈮～28日㈰
脚本＝如月小春 演出＝大竹匠
出演＝今城沙耶 加賀屋涼夏 下薗あいり 富川陽
花 藤原彩花他 〈3800円〉 28日12時／4時 他1
時／6時開演 中板橋・新生館スタジオ
※6回【東京】
A.R.P 「踊るプロポーズ

2021」
2月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝A・ロックマン
出演＝タカギマコト 三原珠紀 須田拓哉 Kいち
中冨杏子他 〈3000円〉 26日6時 他1時／5時開演
A.R.P studio
※5回【東京】

Vintager 「福岡“題名のない”演劇祭」
2月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝Vintager
出演＝FOURTEENPLUS14+ 非・売れ線系ビーナ
ス 飛 ぶ 劇 場 劇 団 HallBrothers 劇 団 言 魂 他
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〈2500円
時

配信チケット1500円〉 26日2時30分／6

27日11時／2時30分／6時

JR九州ホール

28日1時／4時開演

※7回【福岡】

※7回（5回／2回）
【東京】
方丈の海2021プロジェクト 「方丈の海」

2月26日㈮～3月7日㈰
演出＝渡部ギュウ
飯沼由和 片倉久美子 宮本一輝

dysmic Entertainment 「トム・ソーヤの大冒
険〜呪いの幽霊屋敷〜」
2月26日㈮～28日㈰

脚本＝石川裕人
出演＝絵永けい

出演＝田島繭 彩乃さと 瑞葉 〈4500円〉 26日6
時30分 27日2時／6時30分 28日12時／3時開演

下1500円〉 28・7日2時 5・6日2時／7時 他7時
開演 1・2日休演 せんだい演劇工房10-BOX

脚本・演出＝横田裕久

作曲＝松田純一

AI・HALL

※5回【兵庫】

原西忠佑他 〈3500円

24歳以下2500円

高校生以

※10回（3回／7回）
【宮城】

モノクロラセン 「衝突と分裂、あるいは融合」

大森カンパニープロデュース 「更地SELECT〜

脚本・演出＝黒澤世莉
出演＝五十嵐晴香 進藤祐行

脚本＝故林広志
出演＝山口良一

2月26日㈮～28日㈰

すすみななみ

戸塚

有輝 富田文子他 〈2800円 25歳以下1500円 高
校生以下1000円〉 26日6時30分 27日1時／6時30
分

28日1時開演

パピオビールーム・大練習室

※4回【福岡】

ENBUゼミナール 「5S〜5つの小作品〜」
2月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝横山拓也
出演＝奥江月香 越智浩太 門屋日晴 設楽加織
鈴木こころ他 〈3000円 配信1500円〉 26日5時30
分 27 日 12 時 ／ 5 時 28 日 11 時 ／ 3 時 30 分 開 演
「劇」
小劇場
※5回【東京】
Utervision Company Japan 「サイとシア／浮彫」
2月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝佐次えりな
出演＝美木マサオ 森田智博 佐次えりな 太田豊
豊剛秋他 〈4500円 学生2500円 ライブ配信3000
円〉 26日7時 27日2時／7時 28日1時／5時開演
北とぴあ・ペガサスホール
※5回【東京】
diamond-Z 「台所太平記」 2月26日㈮～28日㈰
脚本＝小池倫代 演出＝西川信廣
出演＝河内郁子 城みなみ 佐々木信子 長崎りえ
根本俊二他 〈3000円〉 26日5時30分 27日1時／
4時30分 28日11時／3時開演 日本橋公会堂ホー
ル
※5回【東京】
劇団「地蔵中毒」「宴たけなわ天高く円超える孫世

代」
2月26日㈮～3月1日㈪
脚本・演出＝大谷皿屋敷
出演＝かませけんた 三葉虫 マ ー チ 東 野 良 平
hocoten 立川がじら他 〈3800円〉 26日6時30分
他2時／6時30分開演 ザ・スズナリ
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SAKURAⅤ」

2月26日㈮～3月7日㈰

演出＝大森博
辻沢杏子 大森ヒロシ

かんのひ

とみ 今拓哉他 〈5300円 25歳以下3800円〉 27・
6 日 2 時 ／ 6 時 30 分 28・4・7 日 2 時 2 日 2 時 ／ 7 時
他7時開演 小劇場B1

※13回（4回／9回）
【東京】

創造集団 g-クラウド 「化粧一幕」
2月26日㈮～3月11日㈭
脚本＝井上ひさし 演出＝蔵人
出演＝矢内久美子 〈視聴チケット2500円〉 2時開
演 遊空間がざびぃ
※1回【東京】
清典自主公演 「天晴 アッパレ」
2月27日㈯
脚本・演出＝清典
出演＝清典 山本裕一 枝尚紀 田中征一郎 中聡
一朗他 〈4500円〉 12時／3時／6時開演 世界観
※3回【大阪】
PUYEY 「UP」
2月27日㈯
脚本・演出＝高野桂子
出演＝高野桂子 五島真澄 松永檀 〈2500円 中
高生1500円 小学生1000円〉 6時開演 日田市民
文化会館「パトリア日田」
※1回【大分】
藤長蒼也 演劇×映像上演プロジェクト 「夜行列
車」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝藤長蒼也 浦上天主堂
出演＝藤長蒼也 望月舞雪 藤井美羽 川口美香
tsubo他 〈2000円〉 27日1時／6時 28日11時／4
時開演 ナンジャーレ
※4回【愛知】
大阪府・大阪文化芸術フェス実行委員会 「リバー・
ソングス〜大阪を流れていた６枚の枯葉〜」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝後藤ひろひと
出演＝兵動大樹 福本愛菜 堀川絵美 木内義一
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コヴァンサン他 〈3000円〉 12時／4時開演 ABC
ホール

※4回【大阪】

劇団ハーベイ・スランフェンバーガーのみる夢 「宇
宙団地の花火大会」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝荒川大
出演＝高見彩香

野渡駿

中村亘

ちこゆりえ

渕

上夏帆他 〈3500円 学生3000円〉 27日1時／5時
28日11時／3時開演 シアターブラッツ

※4回【東京】

ジャグリング・ユニット・フラトレス 「ゴースト
ライター」

脚本・演出＝宮田直人
出演＝川田恵三 野村梨絵

2月27日㈯・28日㈰

江崎遥

上月梓矢

笹

生明日香他 〈3500円 学生3000円〉 27日3時／7
時 28日1時／5時開演 大阪市立芸術創造館

※4回【大阪】

マチルダアパルトマン 「すべての朝帰りがいつか
報われますように」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝池亀三太
出演＝早舩聖 松本みゆき かすみまい 小久音
久間健裕 〈3500 円 25 歳以下 2500 円 18 歳以下
100円〉 27日2時／6時 28日3時開演 OFF OFF
シアター
※3回【東京】
デン

早稲田大学演劇倶楽部 「田っ！」

2月27日㈯・28日㈰
脚本＝家亀葉菜 石川清佳 水倉花音 山崎祐貴
演出＝鈴木香緒 西野茜
出演＝家亀葉菜 石川清佳 水倉花音 山崎祐貴
〈無料〉 5時開演 お客様のご自宅
（YouTubeでの
生配信公演）
※2回【東京】
溺れた魚の水揚げ式 「オヤオヤ、オヤ！オヤッ！！」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝ゴン駄々吉
出演＝山本和孝 山本香織 堀部由加里 森光冬
〈2500円〉 12時／3時開演 valine
※4回【大阪】
Marble Market Project 「ロクブンノアイ」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝Marble Market Project
出演＝荒井餅子 吉良さゆり 五十嵐エマ 汐見玲
香 矢野愛佳他 〈3000円〉 27日7時 28日3時／7
時開演 酒場サダキチ
※3回【大阪】
Brand new stage 「your Mystery」

2月27日㈯・28日㈰

脚本・演出＝坂田しおり

出 演 ＝ み や び り こ ERI ま る。 く り こ 他
〈2500円 オンラインチケット1000円〉 12時30分
／5時開演

STAGE+PLUS

※4回【大阪】

第七劇場 「ワーニャ伯父さん」

2月27日㈯・28日㈰
演出＝鳴海康平

脚本＝チェーホフ
出演＝木母千尋

小菅紘史

森下庸之他 〈3000円
下500円〉 2時開演
ター・演劇ホール

獅子見琵琶

25歳以下1000円

諏訪七海

高校生以

メディキット県民文化セン
※2回【宮崎】

人間劇場 「稲垣和俊版 現代能楽集Ⅰ『何処ツ何時
ツ』
」

脚本＝稲垣和俊

2月27日㈯・28日㈰

演出＝立本夏山

出演＝福島梓 旛山月穂 池田きくの 神田智史
立本夏山 〈3500円 学生2500円 オンラインチ

ケット2000円〉 27日2時／6時30分 28日1時／5
時開演 SCOOL
※4回【東京】
劇壇百羊箱 「貴婦人と泥棒」 2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝岸亜弓
出演＝永峯克将 寺下雅二 若月彩音 田村美央
舞沢智子他 〈2200円 22歳以下1000円〉 27日2時
／7時 28日11時／4時開演 犀の角 ※4回【長野】
OCA

PEOPLE 「どうせ死ぬなら強火がいい」
2月27日㈯・28日㈰
脚本＝ガクカワサキ 演出＝こーだい
出演＝千葉一麿 天野夏実 小村玄 芳賀勇 橋詰
龍他 〈S席5500円 A席4000円 学生3000円〉 27
日3時30分／6時30分 28日12時／3時30分／6時
開演 シアターグリーン BIG TREE THEATER
※5回【東京】
劇団ちりぢり 「桃騒動」
2月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝藤原瑞基
出演＝荒井香澄 菊池真衣 榊原明徳 嵯峨瞳 佐
藤央臣他 〈2000円 大学生以下1500円〉 27日2時
／7時30分 28日11時／3時開演 いわてアートサ
ポートセンター・風のスタジオ
※4回【岩手】
階 「点転」
2月27日㈯～3月1日㈰
脚本・演出＝久野那美
出演＝七井悠 佐々木峻一 三田村啓示 大西智子
新免わこ他 〈3000円 学生2000円 高校生以下
1500円〉 27日2時／6時

28日11時／3時／6時45
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分

1日3時／6時45分開演

スペースコラリオン

※7回（5回／2回）
【大阪】

※当公演は下記にて公演有り。

▼5月15日㈯～17日㈪ 〈3000円 学生2000円 高
校生以下無料〉 17日1時30分 他11時30分／3時
30分開演 宮代町コミュニティセンター進修館 ※
5回
【埼玉】

関西テレビ放送 「ぼくの名前はズッキーニ」
脚本・演出＝ノゾエ征爾
出演＝辰巳雄大

川島海荷

2月28日㈰～3月18日㈰
稲葉友

上村海成

三

村朱里他 〈10000円〉 1・4・5・10・12・13日6時

7日1時 他1時／6時開演 2・9日休演 よみうり
大手町ホール
※19回
（2回／17回）
【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼3月19日㈮～21日㈰ 〈10500円〉 19日6時 20日

1時／6時 21日1時開演 COOL JAPAN PARK
OSAKA・TTホール ※4回
【大阪】

3月
劇団
「地蔵中毒」「冷凍兜解凍の儀『公開リモート進
路相談』〜松尾さん、俺たちスズナリの後、どうし
たらいいっすか？〜」
3月2日㈫
脚本・演出＝大谷皿屋敷
出演＝大谷皿屋敷 松尾スズキ 〈3000円〉 7時開
演 ザ・スズナリ
※1回【東京】
一般社団法人 日本演出者協会 「若手演出家コン
クール2020最終審査会」
3月2日㈫～7日㈰
脚本・演出＝今井尋也他
出演＝キム・ウイシン
清水穂奈美 菊池美里
國吉咲貴 髙木理恵他 〈2000円〉 6日11時／3時
／7時 7日1時 他6時開演 「劇」小劇場
※8回【東京】
コズミックシアター 「誤解

出演＝三浦浩一

久下恭平

橘ゆかり他 〈6500円
日1時／6時

ケット

軽辺るか

7日12時／4時

他6時開演

Nana Produce 「リビング」
脚本・演出＝松本哲也

斉藤レイ

高校生以下4000円〉 4・6

ザ・ポ

※8回【東京】

3月3日㈬～7日㈰

出演＝寺十吾 浜谷康幸 今藤洋子 幸将司 依田
啓嗣他 〈5500円〉 3日7時 4日2時／7時 5日2
時 6日1時／6時
BONBON

7日12時／4時開演 テアトル
※8回【東京】

〇〇Pソファ 「心のかけら買います」
脚本・演出＝藤田久雄

3月3日㈬～7日㈰

出演＝住永侑太 藤田ひさお 松本萌々子 詩織
儀間咲彩他 〈4300円〉 3日6時30分 7日2時 他2
時／6時30分開演 シアターグリーン BOX in BOX
THEATER

※8回【東京】

オッドエンタテインメント 「ゲキドル the STA
GE」
3月3日㈬～7日㈰
脚本＝萩原成哉 演出＝田邊俊喜
出演＝小山百代 伊藤優衣 持田千妃来 遠藤瑠香
長尾しおり他 〈S席9000円 A席7800円〉 3日6時
6・7 日 12 時 ／ 4 時 30 分 他 1 時 ／ 6 時 開 演 シ ア
ターサンモール
※9回【東京】
イベント企画OZ 「HEAVENLY DROP」
3月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝冨澤十万喜
出演＝増本健一 中山さつき 井上翔太 おっきな
わたる 果奈実他 〈SS席7000円 一般席5300円〉
6 日 1 時 ／ 6 時 7 日 12 時 ／ 4 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演
シアターグリーン BIG TREE THEATER
※10回【東京】

Le Malentendu」
3月3日㈬～7日㈰
脚本＝アルベール・カミュ 演出＝小原延之
出演＝笠河英雄 木下菜穂子 池田佳菜子 金子順
子 清原正次 〈3000円 学生2000円 ライブ・
アーカイブ視聴チケット3000円〉 3日7時 6日1時
／6時 7日1時 他2時／7時開演 未来ワークス

オリジナルプロジェクト 「個室／ファンミ」
3月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝秋葉友佑 上遠野太洸 佐藤弘樹 〈個室
4800円 ファンミ4000円〉 3日5時 6日1時／5時
7日1時／4時 他2時／6時開演 上野ストアハウ
ス
※9回【東京】

東京印 「蒼い薔薇のシグナル 2021」
3月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝長戸勝彦

青年団＋江原河畔劇場 演劇学校“無隣館”／青年団
＋四国学院大学 「カガクするココロ」
3月3日㈬～8日㈪
脚本・演出＝平田オリザ

タジオ
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出演＝青年団

江原河畔劇場演劇学校 “ 無隣館 ”

四国学院大学 〈2000円
日11時／3時／7時

高校生以下無料〉 6・7

他7時開演

江原河畔劇場

※10回【兵庫】

中央大学第二演劇研究会 「内なる凱歌」
脚本・演出＝窪田ショウゴ
出演＝安斎諒太郎 安藤一真

3月4日㈭～7日㈰

石田剛

上杉実（田

窪） 大坂駿人他 〈1500円 高校生以下1000円〉
6日12時／5時 7日12時／4時 他5時開演 ウエ
ストエンドスタジオ

※6回【東京】

演劇集団SINK 「灰色のカケラたち」
3月4日㈭～7日㈰
脚本・演出＝篠原功
出演＝鈴木大裕 山崎紘昇

関口滉人

吉村奈恵他 〈3800円〉 6日1時／6時
4時

他2時／6時開演

大島夏紀

7日12時／

シアターシャイン

※8回【東京】

PLAN39 「どんなことをしてほしいの、ぼくに」
3月4日㈭～7日㈰
脚本＝表情豊 演出＝玉城琉太
出演＝青柳糸 我修院達子 藤岡悠芙子 吉田のゆ
り 池田光毅他 〈4000円 配信チケット2500円～
5000円〉 4日5時 他12時／5時開演 アルネ543
※7回【東京】
ミュージカル
「忍たま乱太郎」第11弾 春のファン
感謝祭 「外伝
『悪徳忍者ドクタケ〜つらいよ、中間
管理職の段〜』
」
3月4日㈭～8日㈪
脚本・演出＝其輪道哉 竹本敏彰
出演＝高橋光 横井寛典 幹山恭市 小笠原竜哉
伊藤俊他 〈8000円〉 6・7 日 12 時／ 5 時 8 日 2 時
他5時30分開演 日本青年館
※7回【東京】
プルーフプロジェクト 「PROOF」
3月4日㈭～13日㈯
脚本＝David Auburn 演出＝下平慶祐
出演＝田中佐知 ジャック・フリーマン 原田理央
ロ ジ ャ ー・ ソ ノ 〈3500 円 高 校 生 以 下 2500 円 〉
12時／4時開演 7日休演 ターナーギャラリー
※18回【東京】
ワンツーワークス 「ジレンマジレンマ」
3月4日㈭～14日㈰
脚本・演出＝古城十忍
出演＝奥村洋治 関谷美香子 長田典之 永田耕一

鈴木弘秋他 〈5000円
2時／7時

THEATER

学生3000円〉 6・11・13日

7・14日2時

他7時開演

チームまん○ 「うんKO！」
脚本・演出＝チームまん○
出演＝石鳥孝明

市村圭

赤坂RED/

※14回【東京】
3月5日㈮

込山巧

小山太郎

与恵他 〈有料配信3600円〉 6時開演

園田

萬劇場
※1回【東京】

劇団ちゃうかちゃわん32期新人公演 「行間に愛
を」

脚本・演出＝高井下高井戸店

3月5日㈮・6日㈯

出演＝劇団ちゃうかちゃわん32期生 〈無料カンパ
制〉 5日3時 6日10時30分／1時30分開演 大阪

大学豊中キャンパス学生会館2階大集会室
※3回【大阪】
劇団空組 「恋愛3種盛2021」

3月5日㈮～7日㈰

脚本・演出＝空山知永
出演＝卯津羅亜希 岡田由紀 谷村香奈 福永愛
和田明日香他 〈3500円 高校生以下2000円〉 5日
4時／7時30分 6日12時／4時／6時 7日11時／2
時30分／6時開演 in→dependent theatre 1st
※8回【大阪】
劇団ごもじ 「ほほえみの空」
3月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝劇団ごもじ
出演＝劇団ごもじ 〈2500円 配信700円〉 5日6時
30分 6日12時／3時／6時30分 7日12時／3時開
演 アカルスタジオ
※6回【大阪】
三輪舎 「万万枚」
3月5日㈮～7日㈰
脚本＝村山和弥 演出＝明利翔
出演＝徳永伸光 嶋村桜 笹生翔也 小島翔 飯野
萌 他 〈3300 円 〉 5 日 6 時 30 分 他 1 時 ／ 6 時 開 演
d-倉庫
※5回【東京】
試験管ベビー 「試験管図書館

罪／罰」
3月5日㈮～7日㈰

脚本・演出＝かこまさつぐ
出演＝かこまさつぐ 三芳一麻 長屋駿 賀久泰嗣
羽多野卓他 〈2500円 高校生以下1500円〉 5日7
時 6日11時／2時／5時／7時 7日11時／2時／5
時開演

千種文化小劇場

※8回【愛知】

ヴァージン砧 「KURARTH」 3月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝香椎響子
出演＝安藤安按 倉里晴 藤原拓弥 〈3000円〉 5
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日6時

他2時／6時開演

OFF OFFシアター

※5回【東京】

Dotoo! 「三角で四角なマル」 3月5日㈮～9日㈫
脚本・演出＝福田卓郎
出演＝片平光彦 坂本文子 デ☆ら 青白木タクヤ
寺島ゆうか他 〈4500円〉 5・8日7時
時

他2時／6時開演

駅前劇場

9日2時／7

※8回【東京】

大手前大学 演劇部 演劇★団子 「雲路」 3月6日㈯
脚本＝松堂涼音 演出＝足立岳瑠 小林実夢
出演＝足立岳瑠

石田知佳

菊本泰斗

重松大聖他 〈無料〉 1時開演

小林実夢

大手前大学さくら

夙川キャンパスCELLフォーラム（Youtube配信）
※1回【兵庫】
夢回帰船 「黒船出航前日譚」
脚本・演出＝都甲マリ子
出演＝芝原弘

阿部裕輔

工藤原野

3月6日㈯
大河原準介

島田江利子他 〈無料〉 2時開演 エル・パーク仙
台ギャラリーホール
※1回【宮城】
※当公演は下記にて公演有り。
▼3月13日㈯ 〈無料〉 1時開演 石巻中央公民館
大ホール ※1回
【宮城】
ノラ 「チョコレート哀歌」
3月6日㈯・7日㈰
脚本・演出＝しおと ひかり
出演＝西﨑わか那 村井萌 〈2300円 大学生以下
1400円 オンラインカンパ制〉 6日2時／6時 7日
11時30分／2時30分開演 SPACE9 ※4回【大阪】
東リ いたみホール自主企画 「14RELATIVES：14
人の親戚」
3月6日㈯・7日㈰
脚本＝村角太洋 演出＝上田一軒
出演＝麻子 安倍瑞季 あるふ 市川紀代子 稲山
雅也他 〈2500円〉 6日5時30分 7日11時／3時開
演 AI・HALL
※3回【兵庫】
劇団なかゆび 「戦争前夜の作家たち」
3月6日㈯・7日㈰
脚本＝菊池寛 岸田國士 森本薫 演出＝神田真直
出演＝飯坂美鶴妃 齋藤秀雄 土肥希理子 武士岡
大吉 柊木樹他 〈3000円〉 1時／5時開演 galle
ry Main
※4回【京都】
演劇集団NAI 「くらやみの道ナリア編」
3月6日㈯・7日㈰
脚本・演出＝佐藤祐介
出演＝井上晶子 島村哲平 織田智頼 吉長美空
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渡部貴将他 〈2500円

学生2000円〉 6日3時／7時

7日1時／5時開演 新潟古町えんとつシアター

※4回【新潟】

岩手大学劇団かっぱ 「Blue Lights Under End」
3月6日㈯・7日㈰
脚本・演出＝齊藤瑞樹

出演＝原乙葉 堤雄大 高田未来 竹田桃華 石川
詩野他 〈1500円 学生1300円 高校生以下500円〉

6 日 2 時 ／ 6 時 30 分 7 日 11 時 30 分 ／ 3 時 30 分 開 演
盛岡劇場・タウンホール
※4回【岩手】
サラダボール 「三人姉妹 monologue」
脚本・演出＝西村和宏

3月6日㈯・7日㈰

出演＝鈴木智香子 滝香織 高橋なつみ 〈2500円
25歳以下1500円 高校生以下無料〉 6日2時／7時
30分

7日2時開演

シアターねこ

※当公演は下記にて公演有り。

※3回【愛媛】

▼3月13日㈯・14日㈰ 〈2500円 25歳以下1500円
高校生以下無料〉 13日6時 14日2時開演 四国学
院大学ノトススタジオ ※2回【香川】
カンパニーデラシネラ 「はだかの王様」
3月6日㈯・7日㈰
脚本・演出＝小野寺修二
出演＝崎山莉奈 ヌン・ヴァン・ミン 大庭裕介
藤田桃子 小野寺修二 〈2500円 小学生以下1000
円〉 6日2時／7時 7日2時開演 高知県立美術館
※3回【高知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼3月26日㈮～28日㈰ 〈3500円 高校生以下1000
円〉 26 日 7 時 他 1 時／ 5 時開演 滝野川会館大
ホール（もみじ） ※5回【東京】
穂の国とよはし芸術劇場PLAT 「甘い丘」
3月6日㈯・7日㈰
脚本・演出＝桑原裕子
出演＝オーディションで選ばれた一般市民他
〈2000円 25歳以下1000円 高校生以下500円〉 6
日1時／5時30分 7日1時開演 穂の国とよはし芸
術劇場PLAT アートスペース
※3回【愛知】
隆善舞台プロデュース 「近代能楽集『葵上／班女』」
3月6日㈯・7日㈰
脚本＝三島由紀夫 演出＝坂川善樹
出演＝大沼ゆい 高橋美菜 竹内亮圭 山﨑香
anir他 〈1000円〉 6日11時30分／2時30分／5時
／8時 7日11時30分／2時30分開演 前橋市芸術
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文化れんが蔵

※6回【群馬】

ウォーキング・スタッフ 「岸辺の亀とクラゲ―jel

lyfish―」
脚本＝牧田明宏
出演＝南沢奈央

3月6日㈯～14日㈰
演出＝和田憲明
阿岐之将一 岡田地平 白勢未生

井上華那他 〈4500円

25歳以下2500円〉 6・12日

6時 9・11日2時／6時
時開演 シアター711

13・14日1時／5時 他2
※13回【東京】

▼4月2日㈮～7日㈬ 〈10500円〉 4・6日12時30分
／6時30分
演

7日12時30分

熊本城ホール

▼5月14日㈮～23日㈰ 〈10500円〉 14・15・19・
21日6時30分 他12時30分／6時30分開演
演 日本青年館ホール ※14回【東京】
ハコボレ 「たちきり」

脚本＝横内謙介

出演＝前田隆成

演出＝川名幸宏

出演＝荒井敦史 藤間爽子 丸山港都 砂田桃子
新 原 武 他 〈4500 円 学 生 3000 円 〉 7・14 日 1 時
9・11日6時 10・12日1時／7時
8日休演 ザ・スズナリ

他1時／6時開演
※12回【東京】

ホニホニマー舎リーディング公演 「超現代」

3月7日㈰
脚本・演出＝柳沼昭徳
出演＝今泉佳子 岡本拓也 すがとも 図師久美子
新美くろ他 〈500円〉 2時開演 三重県文化会館
※1回【三重】
劇団ココロワ 「Heart of wing」
3月7日㈰
脚本＝寺田ひろ 演出＝いざきた鈴
出演＝ クオン りりぃ 青 井 胡 蝶 い ざ き た 鈴
〈1000円 高校生500円 中学生以下無料〉 4時30
分開演 長野市芸術館・アクトスペース
※1回【長野】
『本読み会』特別チャリティー企画 「谷賢一さんと
読む！『福島三部作』
」
3月7日㈰～13日㈯
脚本・演出＝谷賢一
出演＝『本読み会』〈無料〉 1時開演 オンライン
視聴
※1回【東京】
ミュージカル
『刀剣乱舞』製作委員会 「ミュージカ
ル
『刀剣乱舞』―東京心覚―」 3月7日㈰～14日㈰
脚本＝伊藤栄之進 演出＝茅野イサム
出演＝雷太 中尾暢樹 立花裕大 福井巴也 小西
成弥他 〈S席10500円 A席8500円〉 7日4時45分
10・12日6時30分 他12時30分／6時30分開演 9日

休演 TOKYO DOME CITY HALL ※11回
【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼3月20日㈯～25日㈭ 〈10500円〉 21・24日12時
30分／6時30分 25日12時30分 他6時30分開演
22日休演 多賀城市民会館 ※7回【宮城】

5日休

▼4月14日㈬～24日㈯ 〈10500円〉 17・18・21日
12時30分／6時30分 24日12時30分 他6時30分開
演 19日休演 アイプラザ豊橋 ※13回【愛知】

劇団扉座 「いとしの儚―Dearest Hakana―」

3月6日㈯～14日㈰

他6時30分開演

※7回【熊本】

17日休

3月9日㈫

脚本・演出＝前田隆成

岩田光風 〈2000円

高校生以下

1000円〉 11時／1時30分／3時30分／6時開演 王
子小劇場
※4回【東京】
salty rock 「水に棲むぼくたち・わたしたちのウ
タ」

脚本・演出＝犬井ねここ

3月9日㈫～14日㈰

演出＝立夏

出演＝今村貴登 古川ゆかり 野崎涼子 まついゆ
か 松本真菜実他 〈3000円 配信チケット2000
円〉 10・11日2時／7時 13日12時／3時30分／6
時30分 14日11時30分／2時30分／6時 他7時開
演 パフォーミングギャラリー＆カフェ『絵空箱』
※12回【東京】
大川企画 「ラブワクチン」
3月9日㈫～14日㈰
脚本・演出＝友池一彦
出演＝岡部直弥 吉田知生 後藤泰観 茉宮なぎ
宮藤あどね他 〈5000円〉 9日7時 11日7時30分
12日2時／7時30分 14日1時／5時 他2時／7時開
演 Geki地下Liberty
※10回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「Mercy Du
ology」
3月9日㈫～15日㈪
脚本・演出＝大村未童
出演＝那須凜 宮谷翠 小松由佳 大竹華 中村な
つ美 〈3800円〉 9・11日7時 13日2時／7時 他
2時開演 KISYURYURI THEATER ※8回【東京】
文学座 「昭和虞美人草」
3月9日㈫～23日㈫
脚本＝マキノノゾミ 演出＝西川信廣
出演＝早坂直家 植田真介 斉藤祐一 細貝光司
上川路啓志他 〈6200円 25歳以下3800円 中高生

2500 円 〉 9 日 5 時 13・17・19 ～ 21 日 12 時 ／ 5 時
他2時開演 15日休演 文学座アトリエ
※19回【東京】

ENG 「missing〜強がり彼氏と食べちゃう彼女〜」
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3月10日㈬～14日㈰

脚本・演出＝福地慎太郎
出演＝吉野哲平

水崎綾

竹石悟朗

椎名亜音

丸

作＝久生十蘭

演出＝飯干大嵩

出演＝飯干大嵩 〈1500円
3時開演

よるのひるね

配信チケット1000円〉

※1回【東京】

山正吾他 〈S席6500円 A席5500円〉 12日2時／7
時 13 日 1 時／ 6 時 14 日 12 時／ 4 時 他 7 時開演
六行会ホール
※8回【東京】

WizArt朗読劇 「混血脈―MIXSEED 覚醒―」
3月11日㈭・12日㈮

ぽこぽこクラブ 「見てないで降りてこいよ」
3月10日㈬～14日㈰

出演＝宮負奈々未 御林杏夏 ジョカベル美羽 紺
乃りょーこ 胡桃そら他 〈プレミアム席5500円

脚本・演出＝三上陽永
出演＝三上陽永 山岸賢介

都倉有加

辺芳博 〈3500円〉 12日7時30分
／7時30分

オメガ東京

14日12時／4時

坂本健

渡

13日12時／4時

他3時／7時30分開演

※10回【東京】

第27班 「ゴーストノート／西には悪い魔女がいる」
3月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝深谷晃成
出演＝鈴木研

佐藤新太

大垣友

深谷晃成

鈴木

あかり他 〈4000円 学生3000円 高校生1000円〉
14日12時／4時 他2時／7時開演 「劇」小劇場
※10回【東京】
一般社団法人 壁なき演劇センター 「ヘッダ・ガー
ブレル」
3月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝三東瑠璃
出演＝三東瑠璃 青柳万智子 金愛珠 斉藤稚紗冬
橋本玲奈他 〈4000円 学生3000円〉 10日7時 13
日 2 時 ／ 6 時 14 日 2 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演 シ ア
ター風姿花伝
※8回【東京】
清流劇場 「クレーヴィンケル市の自由」
3月10日㈬～14日㈰
原作＝ヨーハン・ネストロイ 原作翻訳＝小島康男
構成・演出＝田中孝弥
出演＝上田泰三 髙口真吾 倉増哲州 峯素子 服
部桃子他 〈4600 円 22 歳以下 2500 円 65 歳以上
4000円〉 11日7時 13・14日2時 他2時／7時開
演 一心寺シアター倶楽
※7回【大阪】
うさぎストライプ 「熱海殺人事件」
3月10日㈬～21日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝大池容子
出演＝佐藤滋 実近順次 高畑こと美 木村巴秋

〈3500円 学生3000円 高校生以下 500円〉 13・
14・20日2時／6時 17日3時／7時 21日2時 他7
時開演 こまばアゴラ劇場
※15回【東京】
飯干大嵩 「黄泉から
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3月11日㈭

脚本・演出＝長谷川直輝

自由席4000円 アーカイブ視聴3500円〉 2時30分
／7時開演 武蔵野芸能劇場・小劇場 ※4回【東京】
演劇集団ステージパラノーマル 「風の電話」
脚本＝森下健土

3月11日㈭～14日㈰
演出＝BANRI

出演＝朝比奈愛恵 岩藤小町 安田友依 橘未来
尾澤ショータロー他 〈特別指定席6500円 一般席
5500円〉 13・14日12時／3時30分／7時
7時開演

大阪市立芸術創造館

他3時／

※10回【大阪】

劇団イン・ノート 「未来は僕らの手の中」
3月11日㈭～14日㈰
脚本＝劇団イン・ノート 演出＝芝原れいち
出演＝芝原れいち 横山大朗 小林雅人 中川大喜
佐藤朱里他 〈3000円 配信1500円〉 11日7時 14
日 12 時／ 4 時 他 1 時／ 7 時開演 OFF OFF シア
ター
※7回【東京】
喜劇団R・プロジェクト 「ラヴ メールズ LOVE
MAILS」
3月11日㈭～14日㈰
脚本＝キャストのみなさん 演出＝倉橋勝
出演＝倉橋勝 晴れてるのに傘 蒼じゅん こん
ピーチ トヨダ他 〈3000円〉 13日12時・7時30分
14日12時／4時 他7時30分開演 遊空間がざびぃ
※6回【東京】
進戯団 夢命クラシックス 「EMPEROR WARS」
3月11日㈭～14日㈰
脚本・演出＝伊藤マサミ
出演＝舞原鈴 千田京平 健人 矢澤梨央 楠世蓮
他 〈SS席10500円 S席8000円 A席6500 円〉 14
日12時／4時30分 他12時／5時開演 シアターサ
ンモール
※8回【東京】
東のボルゾイ 「なんのこれしき2020」
3月11日㈭～15日㈪
脚本＝島川柊 演出＝大舘実佐子 作曲＝久野飛鳥
出演＝流石伸之輔 大塚瑞季 はじめことり 曽根
大 雅 丸 山 真 矢 他 〈4000 円 25 歳 以 下 3800 円 〉
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11日7時 12日1時／7時
時30分

14日1時／6時

13日12時／3時30分／7

15日12時30分開演

ターグリーン BOX in BOX THEATER

シア

※9回【東京】

出演＝黒薔薇少女地獄他 〈4000円〉 13・20日2時
／6時 14日1時 19日2時
時／7時30分

LIVE STAGE

21日1時／5時

他7時30分開演

18日休演

23日2

三栄町

※16回【東京】

小田尚稔の演劇 「是でいいのだ」

劇団ちゃうかちゃわん第29期 「ラブコメディのメ

脚本・演出＝小田尚稔
出演＝加賀田玲 鈴木睦海

脚本・演出＝森中社
出演＝佐々田悠斗 久保伊織

3月11日㈭～15日㈪

富髙有紗

橋本清 〈3300円〉 11・12日7時
SCOOL

中世古真理

他2時／7時開演
※8回【東京】

ムニ・宮﨑企画 「忘れる滝の家」

3月11日㈭～20日㈯

脚本・演出＝宮﨑玲奈

出演＝天明留理子 新田佑梨 黒澤多生 西風生子
南風盛もえ他 〈2500円 高校生以下500円〉 11日
6時

12・19・21日2時

18日7時30分
リエ春風舎

15日2時／7時30分

他2時／6時開演

16日休演

17・

アト

※14回【東京】

feather stage 「サンサーラ式葬送入門―自在篇―」
3月11日㈭～21日㈰
脚本・演出＝細川博司
出演＝小沢和之 鈴木智晴 藤堂瞬 小島ことり
塩崎こうせい他 〈6500円〉 11・12・16・18日7時
15・19 日 2 時／ 7 時 他 1 時／ 6 時開演 17 日休演
シアターKASSAI
※16回【東京】
『ヒプノシスマイク―Division Rap Battle―』Rule
the Stage製作委員会 「
『ヒプノシスマイク―Divi
sion Rap Battle―』Rule the Stage ―track.2
replay―」
3月11日㈭～21日㈰
脚本＝亀田真二郎 演出＝植木豪
出演＝世古口凌 前山剛久 滝澤諒 鮎川太陽 荒
木宏文他 〈18000円〉 11・17・19日5時30分 他
12時30分／5時30分開演 15日休演 ステラボール
※17回【東京】
ネルケプランニング 「錦田警部はどろぼうがお好
き」
3月11日㈭～21日㈰
脚本・演出＝川尻恵太
出演＝廣野凌 大崎捺希 藤田玲 髙木俊 大隅勇
太他 〈8800円〉 13・14・20・21日2時／6時 他7
時開演

15日休演

クラブeX

※14回【東京】

三栄町LIVE 「将棋図巧・煙詰〜そして誰もいなく
なった〜」
3月11日㈭～23日㈫
脚本・演出＝太田守信

ソッド」

3月12日㈮・13日㈯
武田聖矢

町民I

初田和大他 〈無料カンパ制〉 12日3時 13日10時
30分／1時開演 大阪大学（豊中キャンパス）

※3回【大阪】

劇団 風蝕異人街 「四重奏―カルテット」
3月12日㈮・13日㈯
脚本＝谷川道子 演出＝こしばきこう
出演＝三木美智代 川口巧海 高橋麻衣子
子

ヨシダミホ 〈3000円

日7時30分

13日2時開演

ンカリーニョ

柴田詠

25歳以下2000円〉 12

生活支援型文化施設コ

※2回【北海道】

フリスティエンターテインメント 「＃すりーぴー
す」
3月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝江戸川崇
出演＝石井陽菜 広沢麻衣 大仲マリ 植野祐美
遠藤しずか 〈4000円〉 12日7時 他1時／4時／7
時開演 ステージカフェ下北沢亭
※7回【東京】
Pinchi番地 「タンバリン」 3月12日㈮～14日㈰
脚本＝後藤香 演出＝古場ペンチ
出演＝森万尋 田口佳名子 早川綾子 古場ペンチ
〈3000円 22歳以下1500円〉 12日7時30分 13日
12時／7時30分 14日12時／4時開演 G/Pit
※5回【愛知】
テッピン 「シバイハ戦ウ」
3月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝吉田テツタ
出演＝池田ヒトシ 日暮玩具 瀧下涼 山口雅義
〈4000円〉 12日3時／7時30分 13日2時／7時 14
日12時／4時開演 中野スタジオあくとれ
※6回【東京】
演劇プロジェクト

わたわた 「わたし曖昧なus」
3月12日㈮～14日㈰

脚本＝永原はる 演出＝田中綸
出演＝石田りあ 福永光基 佐野晃基 野田祐介
田中綸 〈2500円〉 12日6時30分 13日1時／5時
14日11時／3時開演 STスポット ※5回【神奈川】
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NPO法人 演劇倶楽部
『座』「野菊の墓」

名取事務所 「東京ブギウギと鈴木大拙」

脚本＝伊藤佐千夫

脚本＝堤春恵

3月12日㈮～14日㈰

演出＝壤晴彦

出演＝久瀬秋一 相澤まどか 景山仁美 森一馬
平野夏那子他 〈5500円 24歳以下3500円 中高生
無 料 〉 12 日 2 時 13 日 12 時 ／ 4 時 14 日 1 時 開 演
恵比寿・エコー劇場

※4回【東京】

a＊DaSH 「Re:ALIVE」

12日5時
タジオ

15日2時／7時30分
演

小劇場B1

19日3時／7時30分

とくお組 「林檎の軌道」
脚本・演出＝徳尾浩司

14日1時開演

アカルス

洋佑他 〈4500円

配信1300円〉
※4回【大阪】

出演＝篠崎友

北川仁

3月12日㈮～21日㈰

堀田尋史

鈴木理学

時 14・21日2時 17・19日2時／7時 他7時開演
16日休演 駅前劇場
※13回【東京】
ホリプロ 「アリージャンス〜忠誠〜」

分

脚本＝マーク・アサイト

13日12時30分／3時30分／6時30分

30分／3時30分開演

イカロスの森

14日12時

※7回【兵庫】

劇団Pin to Hint 「羽化する朱い糸」
3月12日㈮～14日㈰
脚本＝山口香織 演出＝木内希
出演＝望月ミキ 尼子亮平 〈3000円〉 12日2時／
6時30分 他1時／4時開演 阿佐ヶ谷アートスペー
ス・プロット
※6回【東京】
カトハルステージ 「贋作ヴェニスの商人」
3月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝加藤遥子
出演＝田代圭佑 泉侃生 小出太一 後藤啓太 土
井隆他 〈3200円 学生2500円〉 12日7時30分 13
日2時／6時 14日1時／5時開演 in→depende
nt theatre 1st
※5回【大阪】
無名劇団 「あと9分で決めてよ。」
3月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝島原夏海
出演＝今井桃子 太田雄介 〈2800円 ライブ配信
2000円〉 12日7時30分 13日1時／5時 14日11時
／3時開演 STAGE+PLUS
※5回【大阪】
ぺぺぺの会 「春琴抄―ホワイトアウトする静謐―」
3月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝宮澤大和
出演＝石塚晴日 佐藤鈴奈 新堀隼弥 〈3500円
大学生・専門学生3000円〉 12日7時30分 13日1
時／6時 14日1時開演 SPACE9
※4回【大阪】
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柴田

配信2000円〉 13・20日2時／6

劇団黙猿 「暁烏」
3月12日㈮～14日㈰
原作＝福田雄一 演出＝大谷海仁
出演＝劇団黙猿 〈1000円〉 12日3時30分／6時30

他2時開

※12回【東京】

秋葉雄太

学生1700円

13日1時／5時

3月12日㈮～20日㈯

出演＝鷲巣照織 西山聖了 新井純 森尾舞 吉野
悠我 〈5000円 70歳以上3500円 学生1500円 高
校 生 以 下 500 円 〉 12・17 日 7 時 14 日 2 時 ／ 7 時

大内山力

脚本・演出＝伊藤愛
出演＝榎本壮 山本ひなた
池田伶奈他 〈2200円

3月12日㈮～14日㈰

演出＝扇田拓也

3月12日㈮～28日㈰

ロレンゾ・シオン

脚

本・作曲＝ジェイ・クオ 演出＝スタフォード・ア
リマ
出演＝濱田めぐみ 海宝直人 中河内雅貴 小南満
佑子 上條恒彦他 〈S13500円 A席9000円 B席
5500 円 25 歳 以 下 5000 円 〉 12 日 6 時 30 分 13・
2 0・2 7 日 1 2 時 ／ 5 時 3 0 分 1 4・2 1・2 8 日 1 2 時
1 6・1 8・2 3・2 5 日 1 時 ／ 6 時 3 0 分
他1時 開 演
15・22日休演 東京国際フォーラム ホールC
※22回【東京】
生田みゆきプロデュース ウサギの会 「白いウサ
ギ、赤いウサギ」
3月13日㈯
脚本＝ナシーム・スレイマンプール 演出＝ウサギ
の会
出演＝小林勝也 渡辺えり 増岡裕子 竪山隼太
〈2500円〉 11時開演 オンラインライブ配信
※1回【東京】
劇団ありよりのあり 「箱の中身は何じゃろな？」
3月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝北村美玖
出演＝荒木望 北村美玖 長谷川きなり ふなきみ
か 門間美結 〈無料カンパ制〉 12時開演 劇団
ありよりのありYouTubeチャンネル ※1回【東京】
株式会社FPアドバンス 「豪華版『男おいらん』朗読
劇」
3月13日㈯・14日㈰
脚本＝内藤みか 演出＝田中寅雄
出演＝華組 蓮組 〈4300円〉 1時／5時開演 本
所松坂亭
※4回【東京】
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信州大学劇団山脈 「遭難」
脚本＝本谷有希子

演出＝銀湘

3月13日㈯・14日㈰

出演＝信州大学劇団山脈 〈無料おひねり制〉 13
日1時／6時

14日1時開演

上土劇場

※3回【長野】

一般社団法人グランツ 「Don’t say you can’t
できないなんて言わないで」 3月13日㈯・14日㈰
脚本＝大西弘記 演出＝磯村純

出演＝小飯塚貴世江 ザンヨウコ 前田聖太 世奈
北澤小枝子他 〈5000円 障がい者・ユース2000
円〉 13日2時

14日1時開演

ラポールシアター

※当公演は下記にて公演有り。
▼3月24日㈬～28日㈰ 〈5000円
ス2000円〉 24日7時 28日12時
駅前劇場 ※8回
【東京】

※2回【神奈川】

障がい者・ユー

他2時／7時開演

株式会社Lol 「シャイニングモンスター〜ばくの
ふだ〔Shining編/Shadow編〕〜」

3月13日㈯～21日㈰

脚本＝神楽澤小虎 演出＝錦織一清
出演＝前川優希 井澤勇貴 小沼将太 反橋宗一郎
磯貝龍乎他 〈11000円 7700円〉 21日12時／5時
他1時／6時開演

16日休演

CBGKシブゲキ!!

※6回【東京】

関西ホラーエンターテイメント集団 伯虎座 「私の
生贄〜書斎の殺人鬼〜」
3月13日㈯～21日㈰
脚本・演出＝大河虎之介

出演＝伯虎座ホラーアクター 〈3000円〉 3時／4

時／5時／6時／7時30分／8時30分開演 15～18日
休演 黒門カルチャーファクトリー ※30回【大阪】
Alexandrite Stage 「CHICACO」

3月13日㈯～21日㈰

OKAMI企画 「じゃあ今日もそういうことで」
「ら

脚本・演出＝益永あずみ

劇団ジャンク派 「アリスのティーパーティー」
3月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝チェン・スウリー
出 演 ＝ チ ェ ン・ ス ウ リ ー 桑 原 滝 弥 神 田 京 子
Kenta 燈中碧空他 〈1800円 学生800円〉 1時／
5時開演 山口県政資料館・旧議事堂 ※4回【山口】

Studio Life 「言葉の奥ゆき〜情感あふるる深淵
へ 〜」
3月13日㈯～21日㈰
脚本・演出＝Jun
出演＝藤原啓児 笠原浩夫 青木隆敏 関戸博一
大 村 浩 司 他 〈5500 円 4500 円 〉 17 日 2 時 ／ 7 時
18日7時 21日1時 他1時／5時開演 15・16・19
日休演 ウエストエンドスタジオ
※10回【東京】

くださん」
3月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝真坂雅 みどり
出演＝ 挽田悠誠 ヒガシ ナ オ キ 御 法 川 わ ち こ
佐々木咲弥 みどり他 〈3000円 24歳以下2500
円〉 13日6時 14日12時30分／4時30分開演 ス
ペース・オルタ
※3回【神奈川】

匿名劇壇 「賭けてもいいけど」
3月13日㈯～15日㈪
脚本・演出＝福谷圭祐
出演＝石畑達哉 佐々木誠 杉原公輔 東千紗都
福谷圭祐他 〈4500円 学生2500円 配信チケット
3000円〉 13日1時／6時 14日2時／7時 15日12
時／5時開演 HEP HALL
※6回【大阪】
人間の条件 「俺たちはどう生きるか」
3月13日㈯～15日㈪
脚本・演出＝ZR

出演＝黒木喬 樽見啓 加茂周 小池亮介 西沢宗
〈2500円 学生2000円 高校生以下1000円〉 15日2
時／7時30分 他2時／7時開演 王子小劇場
※6回【東京】

演出＝野口大輔

ウチク

リ内倉
出演＝藤田よしこ 神谷春樹 日比のどか 櫻井し
おり 慶洲他 〈8000円 6500円 5000円〉 20・
21日12時／4時30分 他12時／5時30分開演 シア
ターグリーン BIG TREE THEATER
※18回【東京】

クラアク芸術堂 「1984年1001月」
3月13日㈯～21日㈰
脚本・演出＝小佐部明広
出演＝小川沙織 高橋寿樹 谷川夢乃 小林由香
三島祐樹 〈2000円 学生1000円〉 14・20・21日3
時 他8時開演 17日休演 カタリナスタジオ
※8回【北海道】
慶應義塾大学 STEPS Musical Company 「VE
RNON」
3月14日㈰

脚本＝井上遥 演出＝曽我大晴
出演＝有地美怜 五十里芳亮 石丸祐香 小野元気
勝倉志帆奈他 〈無料〉 7時開演 STEPS Musical
Company YouTube公式チャンネル ※1回【東京】
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劇団スズメバチ。「仕込みネイション」

3月16日㈫～21日㈰

脚本・演出＝ゆうき

脚本・演出＝久我真悟

出演＝演劇ユニット愚者愚者 〈4000円〉 20・21
日2時／6時

22日1時／5時

丁目ドリームシアター

他7時開演

四谷三

出演＝小野瀬みらい 愛恵 粟倉大貴 大島祐也
大野隆之他 〈4500円〉 16日7時30分 20日1時／
5時 21日1時 他2時30分／7時30分開演 「劇」小

劇団俳優座 「雪の中の三人」 3月16日㈫～30日㈫

エンニュイ 「無表情な日常、感情的な毎秒」

出演＝青山眉子 松本潤子 森一 平田朝音 坪井
木の実他 〈5500円 65歳以上4800円 学生3850円

劇場

※10回【東京】

3月16日㈫・21日㈰

脚本・演出＝長谷川優貴
出演＝浦田すみれ
乃

鈴木まつり

小林駿他 〈2000円

日2時／7時
宿御苑

長井健一

二田絢

配信チケット800円〉 16

21日1時／6時開演

CHARA DE新
※4回【東京】

劇団虚幻癖 「アメジストの檻」
脚本・演出＝島岡昌平

3月16日㈫～21日㈰

脚本＝澤島祐介

出演＝三井伸介 井家久美子 大村俊輔 山田盛生
月代彩佳他 〈3300円〉 19・20日2時／7時 21日1
時／5時 他7時開演 ステージカフェ下北沢亭
※9回【東京】
TeamAssemble 「遠山の金さん 天下を揺るが
す女」
3月16日㈫～21日㈰
脚本・演出＝舞童礼斗
出演＝仁科克基 西原愛夏 高梨瑞樹 宏洋 こい
づか登他 〈S席6000円 A席5000円 配信3000円〉
20日1時／6時 21日12時／4時 他7時開演 ザ・
ポケット
※8回【東京】
朝倉薫プロデュース・ガールズハイパーミュージカ
ル 「恋する悪魔」
3月16日㈫～21日㈰
脚本＝朝倉薫 脚色・演出＝麻草郁
出演＝富山雅 美紅 小山ひかる 嶋梨夏 入江怜
他 〈5800 円〉 18・19 日 2 時／ 7 時 20・21 日 1 時
／5時 他7時開演 シアターブラッツ
※10回【東京】
株式会社KANATA LTD. 「ダム・ウェイター」
3月16日㈫～21日㈰
脚本＝ハロルド・ピンター 演出＝大澤遊
出演＝伊礼彼方 河内大和 〈6500 円 25 歳以下
4500円〉 16・23・26日6時30分
22日休演 小劇場 楽園

他6時30分開演
※20回【東京】

三栄町LIVE 「マイノリティ家族。」
3月16日㈫～22日㈪
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※10回【東京】

脚本・演出＝小山ゆうな

ハンディキャップ席3300円〉 20・27日12時／4時
16・22・25日7時 24日2時／7時 他2時開演 劇

団俳優座5F稽古場

劇団120◯EN 「福島夜曲」
脚本・演出＝清野和也

※18回【東京】
3月17日㈬

出演＝佐川翔 史香 押切ミチル 〈500円 高校
生以下120円〉 7時開演 こむこむ・わいわいホー
ル

※1回【福島】

劇団ココア 「INNOCENT GARDEN」
3月17日㈬～21日㈰
脚本・演出＝小谷聡一郎
出演＝戸田侑樹 松尾こはる 濱野広太郎 七瀬ゆ
りさ 船津祐太他 〈4500円〉 19日3時／7時30分
20日1時／6時 21日12時／5時 他7時30分開演
萬劇場
※8回【東京】
さんらん 「共生」
3月17日㈬～21日㈰
脚本・演出＝尾崎太郎
出演＝小林大斗 髙橋みのり 竹中友紀子 永野和
宏 中村有他 〈3500円 高校生以下1000円〉 21
日12時／5時 他2時／7時開演 アトリエ第Q藝術
※10回【東京】
爆走おとな小学生 「コトバノコトバ」
3月17日㈬～21日㈰
脚本・演出＝山田裕太
出演＝寶珠山駿 石原美沙紀 広瀬彩海 武本悠佑
加藤健他 〈S席9300円 A席7300円 ライブ配信
3000円〉 19日2時／7時 20日1時／6時 21日12
時／4時 他7時開演 シアターサンモール
※8回【東京】
椿組 「
『シャケと軍手』〜秋田児童連続殺害事件〜」
3月17日㈬～28日㈰
脚本＝山崎哲 演出＝西沢栄治
出演＝井上カオリ 田渕正博 木下藤次郎 趙徳安
斉藤健他 〈指定席4500円 自由席4000円 学生・
養成所割引3000円 中高校生2000円 小学生1000
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円〉 17・18・23 日 6 時
時開演

ザ・スズナリ

20・26 日 1 時／ 6 時

他3

※14回【東京】

スカレッティーナ演劇研究所 「隣の花」
3月18日㈭・19日㈮
脚本＝岸田國士 演出＝小西優司
出演＝高村賢

佐古達哉

やまなか浩子

竹田真季

三浦慶子他 〈2500円〉 3時／4時30分／6時／7時
30分開演 RAFT
※8回【東京】
演劇ユニットGAIA_crew 「ワンダー・オーヴァー・
レインボウ」

脚本・演出＝加東岳史

3月18日㈭～21日㈰

出演＝田村望琴 神嶌ありさ 永峰あや 土性正照
ゾマやかじゃない！他 〈4500円 配信チケット
3500 円 〉 18 日 6 時 21 日 1 時 他 1 時 ／ 6 時 開 演
シアターグリーン BASE THEATER

※6回【東京】

キョードーファクトリー 「梅沢富美男劇団 千住
新春公演」
3月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝梅沢富美男
出演＝梅沢富美男劇団 〈7000円〉 18日2時30分
21日2時30分 他10時30分／2時30分開演 THEA
TRE1010
※6回【東京】
工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10 「か
もめごっこ」
3月18日㈭～21日㈰
脚本＝三枝希望 演出＝岩崎正裕
出演＝工藤俊作 久保田浩 保 立花弘行 鈴村貴
彦他 〈3800円 学生2800円〉 20日2時／6時 21
日2時 他7時30分開演 ウイングフィールド
※5回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 3 月 25 日 ㈭ ～ 28 日 ㈰ 〈3800 円 学 生 2800 円 〉
27日 2時／6時 28日2時 他 7 時 30分開演 シア
ター711 ※5回
【東京】
ひみつまたたき 「おおかみますく」
3月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝林千大
出演＝齋野直陽 イトウエリ 竹内朋子 松尾太稀
さんなぎ 〈2500円〉 18・19日7時 他3時／7時開
演 東中野バニラスタジオ
※6回【東京】
不定深度3200 「写し霞」
3月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝東野航平
出演＝岩下拓海 図所英晃 花井紗代子 〈1800
円〉 20 日 2 時／ 7 時 21 日 1 時／ 6 時 他 7 時開演

SCOOL

※6回【東京】

Project Nyx 「ストリッパー物語」

3月18日㈭～28日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝金守珍
出演＝伊原農 蜂谷眞未 五十嵐明 水嶋カンナ
のぐち和美他 〈5000円

22歳以下3500円

高校生

以 下 3000 円 〉 20・27 日 1 時 ／ 6 時 21・28 日 1 時
23 日 2 時 ／ 6 時 30 分 24 日 2 時 25・26 日 6 時 30 分
他7時開演

芝居砦・満天星

※13回【東京】

アマヤドリ 「生きてる風／ ブタに真珠の首飾り」
脚本・演出＝広田淳一
出演＝榊菜津美 沼田星麻

3月18日㈭～28日㈰

大塚由祈子

相葉りこ

西川康太郎他 〈4000円 学生2800円 高校生以下
1300円〉 20・27日2時／7時 21日3時 22・23・

25・26日2時／7時30分 24日7時30分 28日11時
／4時

他7時30分開演

シアター風姿花伝

※18回【東京】

劇団銅鑼 「チムドンドン〜夜の学校のはなし〜」
3月18日㈭～29日㈪
脚本＝山谷典子 演出＝藤井ごう
出演＝山田昭一 谷田川さほ 説田太郎 館野元彦
竹内奈緒子他 〈4500円 30歳以下3000円〉 20・
2 1・2 7 日 1 時 ／ 6 時 2 3 日 7 時 2 4 日 2 時 ／ 7 時
25・26・29日2時 28日1時 他7時開演 22日休
演 銅鑼アトリエ
※15回【東京】
なにわニコルソンズ 「サイレントBOMB！」
3月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝木下半太
出演＝天音亜里紗 荒井あづみ 新井聖美 伊舞な
おみ 井澤こへ蔵他 〈4000円〉 19日7時30分 20
日11時30分／3時30分／7時30分 21日12時30分
／4時30分開演 神戸三宮シアター・エートー
※6回【兵庫】
演劇ワークショップ 「洸丑祭」
3月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝FOペレイラ宏一朗 作＝鵜濱咲紀
演出＝甲斐大櫻
出演＝劇団ななつぼし 劇団 13 時の待ち合わせ

〈2800円 高校生以下1800円〉 19日7時30分 20
日7時 21日12時／3時30分開演 in→depende
nt theatre 1st
※4回【大阪】
縁劇集団ムコウミズ 「パブリックエネミー」
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脚本＝火渡潤

3月19日㈮～21日㈰

演出＝虻蜂トラヲ

出演＝柿田よしくに

向井萌々香

長峰響子

田礼

一 藤木晃太他 〈3500円 学生3000円〉 19日7時
他1時／7時開演 荻窪小劇場
※5回【東京】
陽project 「AND TO THE LEGENDARY〜そ
して伝説へ〜」
脚本・演出＝陽project

3月19日㈮～21日㈰

出演＝陽project 〈4000円〉 19日7時 20日12時
／ 4 時 ／ 7 時 21 日 12 時 ／ 4 時 開 演 福 岡 市 科 学
館・サイエンスホール

※6回【福岡】

名前はない劇団 「ヴェニスの商人」
3月19日㈮～22日㈪

脚本＝W.シェイクスピア 演出＝伊藤セナ
出演＝たばたゆういち 澤大翔 藍詩 千葉大地
諏訪こばと他 〈3000円 22歳以下2500円
以下1000円〉 19日5時

22日1時

高校生

他1時／5時開

演 埼玉県埼玉会館
※6回【埼玉】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 4 月 1 日 ㈭ ～ 4 日 ㈰ 〈3000 円 22 歳 以 下 2500 円
高校生以下1000円〉 11時／2時／6時開演 王子ス
タジオ1 ※12回
【東京】
ツレヅレ 「ハムレットマシーン」
3月19日㈮～24日㈬
脚本＝ハイナー・ミュラー 演出＝森本綾乃
出演＝千田拓実 田宮ヨシノリ 増田知就 渡邉素
弘 〈2000 円 25 歳 以 下 1500 円 〉 19 日 7 時 30 分
20日11時30分／3時30分 24日2時30分 他3時30
分／7時30分開演 21日休演 表現者工房
※8回【大阪】
劇団俳小 「聖なる日」
3月19日㈮～28日㈰
脚本＝アンドリュー・ボヴェル 翻訳＝佐和田敬司
演出＝眞鍋卓嗣
出演＝月船さらら いわいのふ健 遊佐明史 斎藤
真 西本さおり他 〈4500円 70歳以上4000円 学
生2500円 ハンディキャップ席2000円〉 19・23・
24日7時 22・27日2時／7時 他2時開演 d-倉庫
※12回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾

ショートステージ 3/20」
3月20日㈯
脚本・演出＝大村未童
出 演＝宮谷翠 中村なつ美 大 地 葵 内 海 錬 人
〈1500円〉 7時開演 KISYURYURI THEATER
※1回【東京】
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Team AZURA 大阪 「Unrequited Love」
脚本＝徳田博丸

3月20日㈯・21日㈰

演出＝鈴鹿貴規

出演＝枝尚紀 太陽 浄弘卓磨 清典他 〈4500
円〉 20日12時／3時／6時30分 21日11時30分／2
時30分／5時30分開演 世界館
※6回【大阪】
Queens of the Hill 「Valmont ラクロの危険
な関係より」
3月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝Lisa
出演＝reito すみれ

箏乃涼音

〈3500円〉 20日2時30分／7時
開演

芝川ビル

琴美

MUKAI

21日1時30分／6時

※4回【大阪】

Sh!nkiяo音楽劇 「ちいさこの庭」

3月20日㈯・21日㈰

脚本・演出＝遠坂百合子
出演＝石田ローウェン
斗

大原正

岸田敏明

こがちゃん他 〈指定席5000円

円 〉 20 日 3 時 ／ 6 時
A&Hホール

黒川一

自由席4000

21 日 12 時 ／ 3 時 ／ 6 時 開 演
※5回【大阪】

FREE（S）「全員ピンクレンジャー!?」
3月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝若尾桂子
出演＝池田愛 林貴子 イマダトム 橋本知加子
郁 未 他 〈3500 円 2500 円 〉 22・25 日 7 時 30 分
23・24・26日4時／7時30分 4日10時 他3時／6
時開演 スタジオFREE-（S）-TYLE
※17回【神奈川】
ハイパープロジェクション演劇 「『ハイキュー!!』
“頂の景色・2”」
3月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝ウォーリー木下
出演＝醍醐虎汰朗 赤名竜之輔 山本涼介 織部典
成 鐘ヶ江洸他 〈S席9000円 A席7000円〉 11時
30分／5時開演 TOKYO DOME CITY HALL
※4回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 4 月 3 日 ㈯・4 日 ㈰ 〈9000 円 〉 1 時 ／ 6 時 開 演
多賀城市民会館 ※4回【宮城】
▼4月9日㈮～11日㈰ 〈9000円〉 9日7時 他1時
／6時開演 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
※5回【大阪】

▼4月17日㈯・18日㈰ 〈S席9000円 A席7000円〉
11時30分／5時開演 アルカイックホール ※4回
【兵庫】
▼4月23日㈮・24日㈯ 〈9000円〉 23日7時 24日
1時／6時開演 アルモニーサンク・北九州ソレイ
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ユホール

※3回
【福岡】

スカレッティーナ演劇研究所第三回実験室朗読会

「たなごころ」
脚本＝川端康成
出演＝相楽信頼
季

3月20日㈯・21日㈰
演出＝小西優司
やまなか浩子 佐古達哉 竹田真

三浦慶子他 〈2500円〉 20日3時／5時／7時

21日1時／3時／5時開演 RAFT

※6回【東京】

百景社 「喪服の似合うエレクトラ」
3月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝志賀亮史
出演＝国末武

山本晃子

鬼頭愛

仲谷智邦

上本

竜平他 〈4500円 18歳以下2500円〉 1時／3時30
分／6時開演 四天王寺スクエア
※6回【三重】

脚本＝市川明
出演＝万姫

演出＝中立公平

森田かずよ

脚本・演出＝田村一行

文化会館・くろしおホール
影絵劇団かしの樹
「ピーター・パン」

開演

※1回【高知】

生演奏でおくる音楽影絵劇
3月21日㈰

ホール

NAGOYAダイアモンズ 「卵の中の白雪姫」
3月20日㈯・21日㈰
脚本＝別役実 演出＝小熊ヒデジ
出演＝やぶしたたいち 上田美穂 伊藤誠一郎 サ
カイユウキ Shiki他 〈2000円 25歳以下1400円
高校生以下800円〉 20日2時／6時 21日11時／3
時開演 ナビロフト
※4回【愛知】

3月21日㈰

出演＝田村一行 塩谷智司 小田直哉 〈2000円
高校生以下1000円〉 2時開演 土佐清水市立市民

脚本・演出＝INDEPENDENT

一般社団法人シアター＆アーツうえだ 「A WALK
IN THE WOODS―森の中で―」
3月20日㈯・21日㈰
脚本＝リー・ブレッシング 演出＝千葉哲也
出演＝近藤隼 草光純太 〈2000円 18歳以下1000
円〉 2時開演 まつもと市民芸術館 シアターパー
ク
※2回【長野】

甲賀雅章

大駱駝艦田村一行舞踏公演 「ジョン万流離譚」

脚本・演出＝鷹股良至
出演＝影絵劇団かしの樹

出演＝井上嵩之 光燿萌希 有元はるか ひらりそ
あ 千田サトミ他 〈3000円 学生2000円〉 20日3
時30分／6時 21日1時30分／4時開演 生活支援
型文化施設コンカリーニョ
※4回【北海道】

甲賀雅章

C-ma.Mia他 〈無料〉 11時／1時30分／4時開演
天王寺公園
※3回【大阪】

INDEPENDENT 「INDEPENDENT:SPR20」

3月20日㈯・21日㈰

3月21日㈰

作曲＝西村友

プルミエ 〈無料〉 2時

小美玉市生涯学習センター コスモス文化

※1回【茨城】

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 3/21」
3月21日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝大村未童 大竹華 ほう夏子 中村なつ美
大地葵 〈1500円〉 3時30分開演 KISYURYURI
THEATER
※1回【東京】
株式会社LUCKUP 「INDESINENCE Case：
Cold Scarlet Rakeside」 3月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝佐藤信也
出演＝田中日奈子 相沢菜々子 滑川恭子 長谷部
優 高橋明日香他 〈S席8000円 A席7000円 配
信チケット3000円〉 25日1時／6時 27・28日12
時／5時 他6時開演 赤坂RED/THEATER
※8回【東京】

劇団壱劇屋公演 「リアスホールダンジョン」
3月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝大熊隆太郎
出演＝安達綾子 大熊隆太郎 柏木明日香 河原岳

劇団YAKAN 「D.C. ―コドモと家族の物語―」
3月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝藍田航平
出演＝藍田航平 逢田優雅 卯木祐矢 荏原汐里
田中心太他 〈3500円 学生3100円 高校生以下
1800円 配信チケット2500円〉 24日6時 27日12
時／3時／6時 28日1時／5時 他3時／6時開演
池袋GEKIBA
※10回【東京】

KIO 「Musical 地下鉄1号線 The new world」

制作「山口ちはる」プロデュース 「粛々と運針」
3月24日㈬～28日㈰
脚本＝横山拓也 演出＝倉本朋幸
出演＝坂元新 梅舟惟永 田中穂先 松井薫平 田

史 北脇勇人他 〈1000円 高校生以下500円〉 20
日11時／3時／7時 21日11時／3時開演 大船渡
市民文化会館・リアスホール
※5回【岩手】
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中怜子他 〈4300円
7時

27日2時／6時

小劇場

25歳以下3500円〉 26日2時／
28日2時

他7時開演 「劇」

※7回【東京】

フェ『絵空箱』

※8回【東京】

ウルトラマンション×トキヲイキルコラボ公演 「う

劇団たいしゅう小説家 「しあわせになりたい2021」
3月24日㈬～28日㈰

らがわの事件簿」
脚本・演出＝安藤亮司
出演＝大庭彩歌 岸田麻佑

出演＝五十嵐雅 清水佐紀 騎田悠暉 山城康二郎
橘 花 梨 他 〈6000 円 〉 25 日 2 時 27 日 2 時 ／ 6 時

28日12時／4時30分
ザホール

ひとごと。こどもとつくる舞台 「花をそだてるよ

1時／6時

脚本・演出＝Kei 堀江慶

28日12時／4時

他7時開演

萬劇場 ※7回【東京】

うに、ほんとうをそだてています。」
脚本・演出＝ひとごと。

3月24日㈬～28日㈰

出演＝小野彩加 川隅奈保子 中條玲 藤瀬のりこ
古屋隆太他 〈3000円 高校生以下1000円〉 24日7
時

27・28 日 11 時 30 分 ／ 3 時

こまばアゴラ劇場

他3時／7時開演

※9回【東京】

タテヨコ企画 「誰かの町」
3月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝横田修
出演＝市橋朝子 加藤和彦 舘智子 西山竜一 久
行しのぶ他 〈4000円 小・中・高校生1500円 大
学生・専門学生 2500円 65歳以上3500円 配信
2000円〉 25日2時／7時30分 27日2時／7時 28
日2時 他7時30分開演 小劇場B1
※7回【東京】
しゅうくりー夢 「ラヴィアンローズ」
3月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝松田環
出演＝横井伸明 戸谷菊之介 島田朋尚 久保早里
奈 上林九十九他 〈4000円〉 25日2時／7時 27
日2時／6時 28日2時 他7時開演 ザ・ポケット
※7回【東京】
ドナルカ・パッカーン 「蛙昇天―令和3年版―」
3月24日㈬～28日㈰
原作＝木下順二 演出＝川口典成
出演＝田辺誠二 辻村優子 檀上太郎 〈4500円〉
26・27日1時／5時 28日1時 他5時開演 アレイ
ホール
※7回【東京】
ヨージクとその一味 「あなたの知らない

チェー

ホフ短編 セレクト9」
3月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝野﨑美子
出演＝有希九美 ひらがかんいち 槇由紀子 澤崎
裕 昭 渡 辺 英 雄 〈4800 円 〉 24 日 6 時 28 日 1 時
他2時／6時開演 パフォーミングギャラリー＆カ
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3月24日㈬～28日㈰

桃咲まゆ

藤松宙愛他 〈4500円〉 24日7時

岩本琴音

27日1時／5時

他2時／7時開演 ぽんプラ
※9回【福岡】

※当公演は下記にて公演有り。
▼5月19日㈬～23日㈰ 〈4500円〉 19日7時
23日12時／4時30分

コフレリオ新宿シアター
アーティストジャパン

「ラヴ」
脚本＝マレー・シスガル
出演＝山本一慶
円

※9回【東京】

ミュージカル・コメディ

3月24日㈬～28日㈰
演出＝宮川安利

橋本真一

井上希美 〈S席8800

A席6600円〉 25日5時30分

時30分

22日

他2時／7時開演

他1時／5時30分開演

27・28日12時／4

六行会ホール
※9回【東京】

スプリングマン 「青春にはほど遠い」
3月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝澁谷光平
出演＝山木透 鈴木勝大 〈5500円〉 26・27日2時
／7時 28日12時／4時 他7時開演 すみだパー
クシアター倉
※8回【東京】
株式会社イルカ 「爆剣〜幕府御前試合〜」
3月24日㈬～31日㈬
脚本＝ヨコオタロウ 演出＝松多壱岱
出演＝黒木文貴 川渕かおり 舞川みやこ 古賀瑠
雛形羽衣他 〈9900円 8800円〉 27・28日1時／5
時 30日1時／6時 31日1時 他6時開演 CBGK
シブゲキ‼
※11回【東京】
IdentityⅤ STAGE episode2 「Double Down」
3月24日㈬～4月1日㈭
原作＝NetEase Games 脚本＝田中彪 山田一朗
演出＝鄭光誠
出演＝藤白レイミ 渡部大稀 才川コージ 成松慶
彦 田 中 晃 平 他 〈23000 円 S 席 12000 円 A 席
8500円〉 27・28・30日12時30分／6時 1日11時
30分／5時
GARDEN

他6時開演

TACHIKAWA STAGE
※13回（11回／2回）
【東京】

ミュージカル 「INTERVIEW〜お願い、誰か僕を
助けて〜」
3月24日㈬～28日㈰
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原作＝チュ・ジョンファ
下哲

出演＝松本利夫

日本語台詞・演出＝田尾

丘山晴己

糸川耀士郎

小野塚勇

劇団武士道 「吉原恋刀」
脚本＝見神一

演出＝幸村宏行

出演＝吉田実紀

大次郎

3月25日㈭～29日㈪

大沢豪士

泉谷アキヒロ

人 伊 波 杏 樹 他 〈12800 円 9800 円 〉 26・30・
31・2日1時／6時 27・28・3・4日12時／5時 他
6時開演 クラブeX
※20回【東京】

角原未来他 〈4800円〉 25日7時 26日1時 27日
2時／7時 28日1時／6時 29日2時開演 中目黒
キンケロ・シアター
※7回【東京】

ねこMam-MA 「ドラゴン姉ちゃん」 3月25日㈭
脚本・演出＝高倉良文

失恋小町 「灯りの集く虫の唄」
3月25日㈭～30日㈫

出演＝森智子 みやび 宮崎大和 高倉良文 出口
沙紀他 〈4000円〉 7時開演 しもきたDAWN

※1回【東京】

範宙遊泳 「バナナの花は食べられる」
3月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝山本卓卓
出演＝埜本幸良 福原冠

井神沙恵

谷貴宏 〈4000円 25歳以下3300円
1500円〉 25日6時
演

森下スタジオ

28日2時

入手杏奈

細

高校生以下

他12時30分／6時開

※6回【東京】

ミュージカルグループMono-Musica 「白樺のク
ドリャフカ」
3月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝ヤマケイ
出演＝まなむ みき 〈6000円〉 25日6時 28日1
時30分 他1時30分／6時開演 新中野ワニズホー
ル
※6回【東京】
kondaba 「つかの門」
3月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝金子仁司
出演＝石原菜々子 うっぽ 重実紗果 田辺泰志
〈2800円 高校生以下1200円〉 6時30分開演 生野
地方卸売市場跡地3F
※4回【大阪】
青年団リンク キュイ 「
『まだなにもはなしていな
いのに』
音響上演」
3月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝綾門優季
出演＝和田華子 森谷ふみ 〈1000円 高校生以下
500円〉 28日10時／11時30分 他2時／3時30分／
6時／7時30分開演 アトリエ春風舎 ※14回【東京】
ミュージカル座 「ひめゆり」 3月25日㈭～29日㈪
脚本・演出＝ハマナカトオル 演出＝梅沢明恵 作
曲＝山口琇也

出演＝黒沢ともよ 清水彩花他 〈OEN席15000円
SS席10000円 S席8500円 A席5000円〉 25日6時
30分 26日1時／6時30分 29日1時 他12時30分
／6時開演 彩の国さいたま芸術劇場・大ホール
※8回【埼玉】

脚本＝はやみえいと 演出＝みさきかおる
出演＝山本芳樹 速水映人 古屋治男 大城智哉

〈5300円

30日2時

22歳以下4300円〉 27日2時／6時
29日2時／7時

他7時開演

28・

オメガ東京

※8回【東京】

三栄町LIVE×劇団25､ ６時間プロデュース公演 「死
んでもアオハルってやんよ！！」
脚本・演出＝劇団25､ 6時間

3月25日㈭～4月4日㈰

出演＝劇団25､ 6時間 〈4000円〉 27・3日2時／6
時 28・4日1時／5時 31日2時／7時30分 2日2
時 他7時30分開演 三栄町LIVE STAGE
※16回（10回／6回）
【東京】
東京演劇アンサンブル 「おじいちゃんの口笛」
3月26日㈮・27日㈯
脚本＝広渡常敏 演出＝三木元太
出演＝浅井純彦 永野愛理 山﨑智子 原口久美子
仙石貴久江他 〈2500円 18歳以下1000円〉 26日7時
27日1時開演 シアターグリーン BOX in BOX TH
EATER
※2回【東京】
やみ・あがりシアター実験公演オーダーメイド 「ア
ン」
3月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝笠浦静花
出演＝加藤睦望 〈2500円 18歳以下500円〉 26日
7時 他11時／2時／5時開演 王子スタジオ1
※7回【東京】
Peony PrinciPal Presents 「―Ｄ―の軌跡」
3月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝平本茜子
出演＝福井柑奈 伊藤綾美 朱莉 国村まい 和ほ
のか他 〈4000 円〉 26 日 7 時 27 日 2 時／ 7 時 28
日12時／5時開演

道頓堀ZAZA HOUSE
※5回【大阪】

占子の兎 「座布団劇場
がみのなかの障子口」

番外二人会〜花散るやか
3月26日㈮～28日㈰
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脚本・演出＝今井耕二
出演＝今井耕二

しみず由紀 〈3000円〉 26日6時

27日2時／6時 28日1時／5時開演
ショップ

うんなま 「ANCHOR」
脚本・演出＝繁澤邦明

阿佐谷ワーク

※5回【東京】

3月26日㈮～28日㈰

出演＝秋桜天丸 雀野ちゅん 和栗一 倉橋愛実
辻るりこ他 〈3500円 配信1000円〉 26日7時30分
27日3時／7時 28日1時／5時開演
レッジセンター

神戸アートビ
※5回【兵庫】

カラスカ番外公演 「マスターウォーズ」
脚本・演出＝江戸川崇

3月26日㈮～28日㈰

出演＝大仲マリ 久高将史 ぴんきゅ 大橋タクヤ
柴田康平他 〈4500円〉 26日7時 27日12時／3時
／6時

28日2時／7時開演

キーノートシアター

※5回【東京】

劇団私と君とカキツバタ 「ワタシ」
3月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝劇団私と君とカキツバタ
出演＝劇団私と君とカキツバタ 〈3000円〉 26日7
時30分 27日1時／4時30分／7時30分 28日1時／
4時30分開演 アトリエS-pace
※6回【大阪】
合同会社尾崎商店 「世界でいちばんやかましい音」
3月26日㈮～28日㈰
脚本＝阪上洋光 演出＝内藤裕敬 作曲＝小西透太
出演＝有本未咲樹 安藤瑠唯 上村沙弥香 江田圭
織 加藤晴菜他 〈2000円 高校生以下1000円 オ
ンライン配信1500円〉 26日7時30分 27日1時／5
時 28日2時開演 阿倍野区民センター・小ホール
※4回【大阪】
配信演劇 「反復かつ連続」
3月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝柴幸男
出演＝金子晴菜 髙橋宙 〈無料投げ銭制〉 26日
10 時 27 日 3 時／ 7 時／ 10 時 28 日 1 時／ 3 時開演
YouTube Liveライブ配信
※6回
The Smoke Shelter 「イーリー、泣いているの
か？」
3月26日㈮～28日㈰

脚本・演出＝LAnju
出 演 ＝ EtO Rak 〈8000 円 4500 円 25 歳 以 下
3000円〉 26日7時 27日3時／7時 28日11時／3
時開演 アバンギルド
※5回【京都】
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HH企画 「HH〜ver.T/ver.K〜」
脚本・演出＝沖田幸平

3月26日㈮～28日㈰

山下哲平

演出＝Hiroka

Denzy
出演＝かわもとゆうき 鶴見直斗 長谷川輝 政野
屋遊太 前垣馨他 〈2500円〉 28日12時／4時 他
2時／7時開演

中野スタジオあくとれ

※6回【東京】

深川とっくり座 「丹青の火炎太鼓と船番所」
3月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝ひぐち丹青
出演＝ひぐち丹青

境田真理子

並川信乃

大曲由

起 金田健哉他 〈3500円 中学・高校生2000円
小学生以下1500円〉 26日6時30分 27日2時／6時
30分

28日2時開演

江東区深川江戸資料館小劇場
※4回【東京】

劇団人間嫌い 「服が腐る」 3月26日㈮～4月4日㈰

脚本・演出＝岩井美菜子
出演＝岩井美菜子 谷咲杏樹 山口敦子 〈1800円
学生1000円〉 8時開演 28～4月2日休演 ROUR
OU中華街店2階
※4回（2回／2回）
【神奈川】
遊劇体 「われわれは遠くから来た、そしてまた遠
くへ行くのだ」
3月26日㈮～29日㈪
脚本・演出＝キタモトマサヤ
出演＝大熊ねこ 村尾オサム 坂本正巳 こやまあ
い 松本信一他 〈3500円 25歳以下3000円〉 26
日7時30分 29日1時 他1時／5時開演 ウイング
フィールド
※6回【大阪】
笑ゥせぇるすまんNEW製作委員会 「笑ゥせぇる
すまん」
3月26日㈮～4月11日㈰
脚本＝白鳥雄介 演出＝小林顕作
出演＝佐藤流司 松田昇大 石橋弘毅 富岡晃一郎
澤田育子他 〈8500円〉 27・28・3・10・11日1時
／ 6 時 31・1・7・8 日 2 時 4 日 1 時 他 6 時 開 演
29・5日休演 ステラボール
※20回（7回／13回）
【東京】
一般社団法人劇団コーロ 「眠っているウサギ」
3月27日㈯
脚本＝くるみざわしん 演出＝高橋正徳

出演＝菅原ゆうき 山本礼華 飯嶋松之助 〈3000
円 高校生以下・65歳以上・障がい者1500円〉 1
時開演 大阪府立男女共同参画・青少年センター
7F・ホール
※1回【大阪】
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カムカムミニキーナ 「奈良で生まれた3つのお芝
居」

脚本・演出＝カムカムミニキーナ

3月27日㈯

1時30分／4時開演
山商店街

永山駅周辺〜諏訪商店街〜永

※6回【東京】

出演＝松村武 長谷部洋子 柳瀬芽美 岩坪成美
元尾裕介他 〈1500円 オンライン配信1000円〉 5
時開演 EVANS CASTLE HALL
※1回【奈良】

むさしの芝居塾 「楽園の楽屋」
3月27日㈯・28日㈰
脚本＝芹川藍 演出＝針谷理繪子

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 3/27」
3月27日㈯

子 右近薫子他 〈4000円〉 12時／3時30分／7時
開演 武蔵野芸能劇場
※6回【東京】

脚本・演出＝大村未童
出演＝ほう夏子 高畠佑一朗
大地葵 〈1500円
円〉 7時開演

内海錬人

大竹華

オンライン配信チケット1000

KISYURYURI THEATER

※1回【東京】

新百合子どもミュージカル 「しあわせの青い鳥」
3月27日㈯
脚本＝麻生りりこ

演出＝櫻井みずき

出演＝新百合子どもミュージカル 〈S席2500円 A
席2000円〉 1時／5時開演

麻生市民館
※2回【神奈川】

ゼロゼロ倶楽部 「スティグマ」
3月27日㈯
脚本・演出＝松下晋也 守田立吾
出演＝松下晋也 守田立吾 〈1200円〉 3時30分／
6時開演 レンタルスペース＋カフェ・兎亭
※2回【東京】
劇団HALLJACK 「君の、空知らぬ雨〜花の章〜」
3月27日㈯・28日㈰
脚本＝水島響 演出＝三島歩
出演＝劇団 HALLJACK 〈2500 円 中高生 500 円
小学生以下無料〉 27日5時30分 28日11時30分開
演 牧野生涯学習市民センター
※2回【大阪】
エイチエムピー・シアターカンパニー 「ホモハラ
ル― Homohalal」
3月27日㈯・28日㈰
脚本＝イブラヒム・アミール 演出＝笠井友仁 髙
安美帆
出演＝森田祐利栄 水谷有希 岸本昌也 高橋紘介
西村貴治他 〈3800円 25歳以下・障碍者2500円〉
27日1時／5時30分 28日1時開演 in→depende
nt theatre 1st
※3回【大阪】
パルテノン多摩 「ニュータウンと、あるく。」
3月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝櫻井拓見
出演＝薄井信介 菊川朝子 たけうちみずゑ 物集
女 りょーちん他 〈2000円 学生500円〉 11時／

出演＝色摩なるみ

岡田和美

岡山ちあき

鎌田淳

鳥の劇場おとなな劇場リーディング上演 「怪談牡
丹灯籠」

脚本・演出＝齊藤頼陽

3月27日㈯・28日㈰

出演＝足立雅子 大西明美 金田由子 中尾知子
松田洋子他 〈無料〉 1時開演 鳥の劇場

※2回【鳥取】

鳥の劇場つくる高校生発表公演 「DOLL」

3月27日㈯・28日㈰

脚本＝如月小春 演出＝鳥取敬愛高等学校演劇部
出演＝鳥取敬愛高等学校演劇部 〈500円 18歳以
下無料〉 3時開演 鳥の劇場
※2回【鳥取】
布施安寿香／和田ながら 「祖母の退化論」
3月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝和田ながら
出演＝布施安寿香 〈2000円〉 27日1時／6時 28
日3時開演 人宿町やどりぎ座
※3回【静岡】
みんなのしるし合同会社 「いのちのかたりつぎ」
3月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝みんなのしるし合同会社
出演＝芝原弘 本田椋 湯浅文音 大橋奈央 熊谷
衡 〈入場無料〉 27日6時 28日11時30分／3時開
演 旧観慶丸商店
※3回【宮城】
森下凜央個人企画 「『示ではなく禾。』Vol.1「ドー
ナツ・ホールに鯨が泳ぐ」
3月27日㈯・28日㈰
脚本＝加糖熱量 演出＝ヒガシナオキ
出演＝森下凜央 鈴木明日歌 〈2500円〉 2時／6
時開演 アトリエ5-25-６
※4回【東京】
ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ 「Go
For Success 2021」
3月27日㈯・28日㈰

脚本・演出＝板垣恭一
出演＝石井菫 尾ノ上彩花 日野七乃葉 森山真衣
堀内俊哉他 〈3800円 20歳以下2300円〉 27日2時
／5時 28日1時／4時開演 浅草九劇
※4回【東京】
367
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大橋ソレナ学園高校演劇部公演 「みかづきロミオ

江古田のガールズ 「12人の怒れる男・12人の怒れ

脚本＝ウィリアム・シェイクスピア

脚本＝レジナルド・ローズ

とにぶんのいちジュリエット」 3月27日㈯・28日㈰

演出＝大橋ソ

レナ学園高校演劇部
出演＝八坂桜子 藤原吏輝 張智恵 北川寛樹 富
井光他 〈2000円 高校生以下800円〉 1時／4時開
演

甘棠館show劇場

※4回【福岡】

劇団さらすば 「初恋」
脚本＝土田英生
出演＝大崎勇人

3月27日㈯・28日㈰

演出＝矢田宏晃
若葉泰季 真木野円香

山内優美他 〈2000円〉 27日1時／5時
／3時開演

スタジオナンジャーレ

西浦聡志

28日11時

※4回【愛知】

「老いと演劇」OiBokkeShi 「ポータブルトイレッ
トシアター」
脚本・演出＝菅原直樹
出演＝岡田忠雄

菅原直樹

〈入場無料〉 3時開演
ル

3月28日㈰

金定和沙

申瑞季他

奈義町文化センター大ホー

※1回【岡山】

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 3/28」
3月28日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝宮谷翠 中村なつ美 小松由佳 大村未童
内海錬人 〈1500円 オンライン配信チケット1000
円〉 3時30分開演 KISYURYURI THEATER
※1回【東京】
流山児★事務所 「
『麺麭屋文六の思案』
『遂に
「知ら
ん」
文六』
を読む」
3月28日㈰
脚本＝岸田國士 演出＝流山児祥
出演＝伊藤弘子 上田和弘 里美和彦 平野直美
木暮拓矢他 〈1000円〉 2時／6時開演 Space早
稲田
※2回【東京】
劇団ショウダウンオンライン公演 「onine SHOW
UP!!」
3月28日㈰
脚本・演出＝ナツメクニオ
出演＝林遊眠 竹内敦子 菅原知香 〈2500円〉 9
時開演 ツイキャスプレミアムより配信
※1回
DANCETERIA-ANNEX 音楽劇 「黎明の鳥2021」
3月29日㈪～31日㈬

脚本・演出＝澤村みゆき
出演＝GOHIRISWATANABE 山本雅也 石賀淳
志 佐々木隼 寺田ゆな他 〈3000円〉 30日3時30
分／7時30分 他7時30分開演 大倉山記念館
※4回【神奈川】
368

る女」

3月30日㈫～4月4日㈰

訳＝額田やえ子

演出

＝山崎洋平
出演＝佐野剛 織田圭祐 カトウクリス 真心 大
西 一 希 他 〈4300 円 3500 円 〉 1・2 日 2 時 ／ 7 時
3・4日1時／5時

他7時開演 「劇」小劇場

※10回（2回／8回）
【東京】

小暮企画会津恩返し公演
「SAME TIME, NEXT
YEAR〜来年の今日もまた〜in 会津」 3月31日㈬
脚本＝バーナード・スレイド
出演＝綱島剛太郎
／6時開演

演出＝土田英生

小暮智美 〈3000円〉 1時30分

会津若松市文化センター ※2回【福島】

ジグジグ・ストロングシープス・グランドロマン
「フルハウス」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本・演出＝堤泰之
出演＝山田真由子

糸原舞

北澤友梨枝

竹本かす

み 井川花林他 〈4500円 25歳以下3000円〉 2日
2時／7時 3日1時／5時30分 4日12時30分／5時
他7時開演 こくみん共済 coop ホール／スペー
ス・ゼロ
※8回（1回／7回）
【東京】
青年団若手自主企画vol.85 近藤企画 「更地の隣
人」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本・演出＝平松れい子
出演＝折笠富美子 近藤強 根本江理 海津忠 伊
藤昌子他 〈3000円〉 1日2時／7時30分 3日2時
／6時 4日2時 他7時30分開演 アトリエ春風舎
※7回（1回／6回）
【東京】
萬腹企画 「みく×ぶれ〜Mixed×Blessing〜」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本・演出＝平康臣
出演＝上遠野太洸 市川大貴 伊藤佳織 倉田瑠夏
碧さやか他 〈指定席8000円 自由席6000円〉 31
日7時 4日12時／4時 他2時／6時30分開演 d倉庫
※9回（1回／8回）
【東京】
言葉のアリア 「煙が目にしみる」
3月31日㈬～4月4日㈰
原案＝鈴置洋孝 作＝堤泰之 演出＝佐々木雄太郎
出演＝石田周作 折田ジューン 渡部哲成 鈴木大

二郎 室岡佑哉他 〈4000円〉 2・3日2時／7時 4
日12時／4時 他7時開演 上野ストアハウス
※8回（1回／7回）
【東京】
マペプロ 「ヘラハウス」

3月31日㈬～4月4日㈰
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脚本＝秋山豊
出演＝奥田咲

演出＝マペヲ
板場充樹

中邑玲奈

白岩太郎

ん え み 他 〈6000 円 〉 1・3 日 1 時 ／ 6 時
他6時開演

萬劇場

や

4日2時

※7回（1回／6回）
【東京】

10・Quatre 「長雨と伽藍」
脚本・演出＝太田友和
出演＝碕理人 小野魁人

3月31日㈬～4月4日㈰

内堀克利

佐藤修二

川亜州香他 〈6500円〉 2・4 日 1 時 30 分
30分／7時 他7時開演 ザ・ポケット

𠮷𠮷

3日1時

※6回（1回／5回）
【東京】

アース・シー・スカイ 「みんなのうた」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本・演出＝IKKAN
出演＝橋本全一 杉山真宏

若菜太喜

井坂仁美

川岸銀次他 〈S席8300円 A席7000円〉 31日7時
3日1時／6時
演

4日12時／4時30分

バルスタジオ

他2時／7時開

※9回（1回／8回）
【東京】

Charm 「Withered Life」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本・演出＝吉田健児
出演＝笠原織人 藍理 錦織めぐみ 吉田健児 森
輝弥他 〈S席10000円 A席8000円 B席5000円〉
31 日 7 時 4 日 12 時 ／ 4 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演 ラ
ゾーナ川崎プラザソル ※9回（1回／8回）
【神奈川】
TEAM☆イットクルゼ! 「音匣〜思い出の情景〜」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本・演出＝菊地貴之
出演＝菊地貴之 鈴木うめ子 茅野敦史 市毛秀幸
上白みずほ他 〈4000円〉 31日7時 4日2時 他2
時／7時開演 シアターグリーン BASE THEAT
ER
※8回（1回／7回）
【東京】
Muse of Soul 「UPSIDE DOWN〜クリスマス
に誘拐されました〜」
3月31日㈬～4月4日㈰
脚本＝荒木太朗 演出＝船戸慎士
出演＝蜂須賀智隆 小山蓮司 吉岡大輔 水野奈月
水谷千尋他 〈4500 円〉 31・1 日 6 時 2 日 2 時／ 6
時 他1時／5時開演 ウエストエンドスタジオ
※10回（1回／9回）
【東京】

4月
ake in〜stack up comedy〜 「Do it !」
4月1日㈭～4日㈰

脚本・演出＝斉藤武志
出演＝髙橋隆一

三島木優人

土谷彩実他 〈4000円

髙橋凱揮

新井克至

高校生以下3000円〉 1日7

時 2日2時 ／7時 3日2時 ／6時
ウッディシアター中目黒

4日2時 開 演
※6回【東京】

ミュージカル 「『薄桜鬼 真改』相馬主計篇」
脚本・演出＝西田大輔

4月1日㈭～4日㈰

出演＝梅津瑞樹 松崎莉沙 久保田秀敏 菊池修司
大海将一郎他 〈11000円 8000円〉 3日1時／6時
4日12時／5時

他6時30分開演 日本青年館

※当公演は下記にて公演有り。
▼4月8日㈭～11日㈰ 〈11000円

※6回【東京】

8000円〉 10日1

時／6時 11日12時／5時 他6時30分開演
2.5 Theater Kobe ※6回【兵庫】
す

ばる

ゴジゲン 「朱春」

AiiA

4月1日㈭～11日㈰

脚本・演出＝松居大悟
出演＝奥村徹也 東迎昂史郎 松居大悟 目次立樹
本折最強さとし他 〈4200円 22歳以下2200円 配
信2500円〉 3・4・8・10日2時／7時 9日2時 11
日1時／5時 他7時開演 6日休演 ザ・スズナリ
※15回【東京】
超人予備校 「ヤドカリン」
4月2日㈮～4日㈰
脚本・演出＝魔人ハンターミツルギ
出演＝尾松由紀 山名伸右 魔人ハンターミツルギ
友井田亮 本多真理他 〈3000円 22歳以下1500円
高校生1000円 小中学生500 円 ライブ配信1500
円〉 2日7時 3日2時／6時 4日11時／3時30分開
演 in→dependent theatre 1st ※5回【大阪】
シアターリミテ 「ダイダロスの誤算〜その愛は正
解か〜」
4月2日㈮～4日㈰
脚本・演出＝長谷川源太
出演＝長谷川源太 郷加寿美 各務青湖 〈2000
円〉 2日7時 他11時／3時開演 P-act
※5回【京都】

トキエンタテインメント 「五月雨」
4月2日㈮～11日㈰
脚本・演出＝私オム 演出＝舘そらみ
出演＝馬場良馬 高崎翔太 伊藤あさひ 宮下貴浩
〈8800円〉 4・10日1時／5時 11日12時／4時 他
7時開演 3日休演 シアターサンモール
※12回【東京】
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劇団アルファー 「My life Your life〜人生いろい

松遥未他 〈3300円〉 5・6日7時30分 10日2時／6

脚本・演出＝時風静恵

mon cafe

ろ〜」

4月2日㈮～11日㈰

出演＝瀬下尚人 あづみれいか 田口守 大網亜矢
乃 髙峰華他 〈S席7500円 A席6000円〉 3・4・
10日1時／6時 11日2時 他7時開演 シアターグ
リーン

BIG TREE THEATER

※13回【東京】

グループ・野原 「自由の国のイフィゲーニエ」
脚本＝フォルカー・ブラウン
出演＝岩井由紀子

〈3500円〉 3日6時
こまばアゴラ劇場

串尾一輝

4月3日㈯～11日㈰
演出＝蜂巣もも
田中孝史

5・6・8・9日7時

日和下駄

他2時開演

※9回【東京】

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 4/3」
4月3日㈯
脚本・演出＝大村未童
出演＝宮谷翠

中村蓮
（なつ美） 大地葵

ほう夏子

高畠佑一朗 〈1500円 オンライン配信チケット
1000円〉 7時開演 KISYURYURI THEATER
※1回【東京】
すゞひ企画 「ある女が駆け抜けた一瞬の人生につ
いて」
4月3日㈯～15日㈭
脚本・演出＝鈴木秀明
出演＝東直輝 鈴木秀明 多田直人 牧石陽奈 森
めぐみ他 〈6500円〉 3日3時／7時 4・11日11時
／3時 10日11時／3時／7時 他8時開演 Zoom
から生配信
※11回
劇団トキワ 「終わりなき憂鬱のミュージカル」
4月3日㈯・4日㈰
脚本・演出＝岩本かつひこ
出演＝劇団トキワ他 〈3000円〉 1時／5時30分開
演 中野スタジオあくとれ
※4回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 4/4」
4月4日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝大竹華 大地葵 内海錬人 中村蓮
（なつ美）
高畠佑一朗他 〈1500円 オンライン配信チケット
1000円〉 3時30分開演 KISYURYURI THEATER
※1回【東京】
橋田ゆういちろうのカンパニー 「四代目鼠小僧次
郎吉」
4月5日㈪～11日㈪
脚本・演出＝橋田ゆういちろう＆カンパニー
出演＝浅野彰一 満腹満 増井友紀子 駒野侃 笠
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時30分 11・12日2時 他3時／7時30分開演 com

※12回【大阪】

BIGUP_STAGE 「アンコール」
4月6日㈫～11日㈰
脚本＝平野建

演出＝中野智行

出演＝RUI 荒友哉 内海大輔 高尾美有 宮城光
輝他 〈6000円〉 6・7日6時30分 11日12時／4時
30分

他1時30分／6時30分開演

萬劇場
※10回【東京】

muro式 「muro式．がくげいかい」
脚本＝ふじきみつ彦

4月6日㈫～26日㈪
演出＝ムロツヨシ

出演＝西野凪沙 本多力 永野宗典 ムロツヨシ
〈8000円〉 7時開演 19日休演 よみうりランド内
特設会場

※20回【東京】

ミュージカル・ギルドq．「BRAVE HEART〜真
実の扉を開け〜」
4月7日㈬～10日㈯
脚本・演出＝田中広喜
出演＝沼尾みゆき 後藤夕貴 井口大地 石井雅登
藤森裕美他 〈S 席 7000 円 A 席 6000 円 B 席 5000
円〉 7日6時30分 10日1時 他2時／6時30分開演
光が丘IMAホール
※6回【東京】
GHETTOプロデュース 「Night Carnival」
4月7日㈬～11日㈰
脚本＝千葉あさひ 演出＝山崎洋介
出演＝江藤彩也香 藍菜 相原えみり あさおか倖
新木美優他 〈5000円〉 7日7時 10・11日1時／5
時 他2時／7時開演 シアターブラッツ
※9回【東京】
コンプソンズ 「何を見ても何かを思い出すと思う」
4月7日㈬～11日㈰
脚本・演出＝金子鈴幸
出演＝金子鈴幸 星野花菜里 細井じゅん 大宮二
郎 宝保里実他 〈3500円 配信2000円〉 11日1時
／5時 他2時／7時30分開演 「劇」小劇場
※10回【東京】
WHO’S TERRACEプロデュース 「よろこびの歌」
4月7日㈬～11日㈰
脚本＝真柴あずき 演出＝石川寛美
出演＝関口秀美 石森美咲 原田樹里 早海亜衣理
種村愛他 〈4000円 高校生以下1000円〉 8日2時
／7時 10日1時／6時 11日12時／5時 他7時開
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演

ワテラスコモンホール

※8回【東京】

CorneliusCockBlue
（s）「三面楚歌―Revenge―」
4月7日㈬～11日㈰
脚本・演出＝CorneliusCockBlue（s）
出演＝CorneliusCockBlue
（s）〈4500円〉 9日2時
／7時

10日1時／6時

小劇場 楽園

11日1時／5時

ToyLateLie 「息る」
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝遠藤瑠香

秋葉友佑

他7時開演

※8回【東京】

4月7日㈬～11日㈰
山木透

うちだなな

藤 田 瀬 奈 他 〈5000 円 〉 7 日 6 時 10 日 1 時 ／ 5 時
11日12時／4時
SAI

他2時／6時開演

シアターKAS
※9回【東京】

脚本＝つかこうへい
出演＝石部雄一

4月7日㈬～18日㈰

演出＝カガミ想馬

永吉明日香

寿里

大島祐也

半

仁田みゆき他 〈4500円〉 10・11・17日1時／6時
12～15日2時／7時 18日12時／5時 他7時開演
キーノートシアター
※20回【東京】
三栄町LIVE×劇団あしからず。「かならず生きて
いけるわ」
4月7日㈬～20日㈫
脚本・演出＝劇団あしからず。
出演＝劇団あしからず。 〈4000 円〉 9・16 日 2 時
10・17日2時／6時
／7時

STAGE

11・18日1時／5時

他7時30分開演

14日休演

20日2時

三栄町LIVE

※18回【東京】

玄狐 「人外―ジンガイ―」

4月7日㈬～11日㈰

劇団イナダ組 「春の黙示録」 4月8日㈭～11日㈰
脚本＝川尻恵太 演出＝イナダ

出演＝石橋直也

明美里

希

脚本・演出＝石橋直也

秋田かおる

小久保凜

槇野レオナ他 〈6500円 配信チケット2500円〉 7
日6時30分 11日12時／4時30分 他1時30分／6
時 30 分開演 シアターグリーン BOX in BOX
THEATER
※9回【東京】
アース・シー・スカイ 「DOGのBLUES」
4月7日㈬～11日㈰
脚本・演出＝浅野泰徳
出演＝千葉彗太 伊藤雨音 天野眞隆 輝海 柳沢
卓他 〈S席8300円 一般席7000円〉 7日7時 10
日1時／6時 11日12時／4時30分 他2時／7時開
演 バルスタジオ
※9回【東京】
TAAC 「世界が消えないように」
4月7日㈬～13日㈫
脚本・演出＝タカイアキフミ
出演＝永嶋柊吾 松本大 大野瑞生 髙橋里恩 三
好大貴 〈5000円 ライブ配信3600円〉 7・11日6
時30分 13日6時 他1時30分／6時30分開演 駅
前劇場
※11回【東京】
株式会社atlas 「フェイス」
4月7日㈬～13日㈫
脚本・演出＝西森英行
出演＝伊藤裕一 坂元健児 〈7500円〉 9・11・13
日2時 10日2時／6時30分 他6時30分開演 浅草
九劇

※8回【東京】

H・B・P presents カガミ想馬プロデュース 「
『熱
海殺人事件』4作品同時公演 ザ・ロンゲスト・スプ
リング／売春捜査官／水野朋子物語／サイコパス」

出演＝山村素絵

江田由紀浩

前田透他 〈4500円

小林エレキ

吉田諒

学生2000円〉 10日1時／

5時 11日1時 他7時30分開演
設コンカリーニョ

生活支援型文化施
※5回【北海道】

perky pat presents 「貨幣」
4月8日㈭～11日㈰
脚本＝太宰治 演出＝加藤智宏
出演＝かすがいこと子 〈2000円 学生以下1500
円〉 10日2時／7時 11日2時 他7時開演 円頓
寺Les Piliers
※5回【東京】
ハコボレ 「世別レ心中」
4月8日㈭～11日㈰
脚本・演出＝前田隆成
出演＝前田隆成 〈2500円〉 8日6時 9日3時／6
時 10 日 11 時 ／ 3 時 ／ 6 時 11 日 11 時 ／ 3 時 開 演
王子小劇場
※8回【東京】
singing dog 「crash〜M銀行人質事件〜」
4月8日㈭～12日㈪
脚本＝藤﨑麻里 演出＝吉田康一
出演＝村上航 谷仲恵輔 坂井宏充 末廣和也 加
藤広祐他 〈4500円 学生3500円 配信チケット
3000円〉 10日1時／6時 11日1時 12日2時 他2
時／7時開演 小劇場B1
※8回【東京】
エリア51

KAMOME 「喪」

4月8日㈭～12日㈪

脚本・演出＝神保治暉
出演＝円井わん 門田宗大 高田歩 原雄次郎 福
田周平他 〈4200円 インスタライブ1000円〉 12
日 12 時 30 分 ／ 5 時 他 2 時 ／ 6 時 開 演 デ ザ イ ン
フェスタギャラリー・EAST
※10回【東京】
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パールデンブルームエンターテイメント 「芒ノ原
デ…」

脚本＝坂本真貴乃

4月9日㈮・10日㈯

演出＝西園寺章雄

出演＝金子順子 山本香織 西園寺章雄 一木美貴
子 和泉敬子他 〈4000円〉 9日1時／6時 10日11
時／2時開演 門真市民文化会館ルミエールホー
ル・小ホール

※4回【大阪】

終のすみか 「I’ll BE OKAY」 4月9日㈮～11日㈰
脚本・演出＝坂本奈央
出演＝武田知久 高橋あずさ 〈2500円

配信1000

円〉 9・10日1時／6時 11日12時／4時30分開演
RAFT

※6回【東京】

盆栽サイダー 「ヒルノカリヤド」
脚本・演出＝矢崎ケンスケ
出 演＝下山真佑郎

浅尾啓史

〈4500円〉 12日12時／5時
本桜ホール

4月9日㈮～12日㈪
輝生

平野創也

他2時／7時開演

千

※8回【東京】

文学座 「SEVEN・セブン」
「岸田國士恋愛短編集」
4月9日㈮～16日㈮
脚本＝岸田國士 ポーラ・シズマー他 演出＝水野
玲子 小原まどか 生田みゆき 五戸真理枝
出演＝つかもと景子 山崎美貴 高橋紀恵 鬼頭典
子 頼経明子他 〈3000円〉 9日6時30分 10日12
時30分／4時 11日12時／4時30分 13・15日2時
／6時30分 16日2時 他2時／5時30分開演 文学
座アトリエ
※14回【東京】
空想嬉劇団イナヅマコネコ 「宿命のブラッドバー
ン」
4月9日㈮～18日㈰
脚本・演出＝空想嬉劇団イナヅマコネコ
出演＝空想嬉劇団イナヅマコネコ 〈4900円〉 9・
10日7時 18日12時／4時 他2時／7時開演 上野
ストアハウス
※18回【東京】
女子会プロジェクト オンライン演劇 「ふたりは
ピーナッツ」
4月10日㈯
脚本・演出＝飛鳥
出演＝飛鳥 山本絵理 〈2000円〉 3時／7時開演
ライブバーWhat’sUP？ツイキャスプレミア配信
※2回【大阪】
ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 4/10」
4月10日㈯
脚本・演出＝大村未童
出演＝ほう夏子 高畠佑一朗 内海錬人 瀧口涼介
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中村蓮他 〈1500円
円〉 7時開演

オンライン配信チケット1000

KISYURYURI THEATER

※1回【東京】

I-ACT 「ミモココロモ」
脚本＝泊篤志 演出＝岩瀬巧

4月10日㈯・11日㈰

出演＝I-ACT 〈3000円〉 1時／5時開演
show劇場

甘棠館

※4回【福岡】

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 4/11」
4月11日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝宮谷翠

中村蓮

大地葵

内海錬人

瀧口涼

介他 〈1500円 オンライン配信チケット1000円〉
3時30分開演 KISYURYURI THEATER

※1回【東京】

Theatre Company カクシンハン 「ロミオと
ジュリエット―分断された世界。愛の物語。―」

4月11日㈰
脚本＝シェイクスピア 演出＝木村龍之介
出演＝柳本璃音 根本啓司 大山大輔 〈3800円〉
10時30分開演 銀座月光荘サロン「月のはなれ」
※1回【東京】
VACAR ENTERTAINMENT 「狂人のつぶやき」
4月13日㈫～18日㈰
脚本・演出＝久世港
出演＝渡部大稀 三田萌日香 中島一博 宇美野ち
の 上地大星他 〈6000円〉 13・14日7時 18日1
時／5時 他2時／7時開演 シアターグリーン
BOX in BOX THEATER
※10回【東京】
One on One 「無題―1［MONO］―」
4月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝浅井さやか
出演＝秋沢健太朗 石田隼 坂口湧久 田村良太
蔵重美恵他 〈6500円〉 16日2時／7時 17日1時
／6時 18日12時／5時 他7時開演 CBGKシブ
ゲキ‼
※8回【東京】
劇団スクランブル 「Let’s split」
4月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝坪井俊樹

出演＝中根道治 竹内もみ 中島玲奈 環ゆら ナ
カムラユーキ他 〈3500円 高校生以下・配信2000
円〉 14日7時15分 17日2時／6時 18日3時 他2
時／7時15分開演 スタジオ「HIKARI」
※8回【神奈川】
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Team 風雷Bow 「Re:act artifact」

出演＝網代将悟

脚本＝梨木吉祥

日12時／4時

4月14日㈬～18日㈰

演出＝TEAM風雷Bow

出演＝和泉學人 滝沢信 兼田智洋 阿部シコウ
今氏瑛太他 〈5500円 4000円 配信チケット3500
円〉 14 日 7 時 18 日 1 時／ 5 時 他 2 時／ 7 時開演
萬劇場

※9回【東京】

Piece Box 「かもめ」

4月14日㈬～18日㈰

脚本＝A.チェーホフ 演出＝小松原宏太
出演＝古谷みちる 石井俊史 落合撤 石松千明
折浜かじき他 〈4000円 24歳以下3500円
以下1000円〉 14日7時
演

王子小劇場

18日1時

高校生

他1時／6時開

※8回【東京】

9PROJECT 「熱海殺人事件〜売春捜査官」
4月14日㈬～18日㈰
脚本＝つかこうへい
出演＝ 高野愛

演出＝渡辺和徳

仲道和樹

小川智之

新澤明日

〈3500円 学生・ライブ配信2500円〉 15日2時／7
時 17日1時／6時 18日1時 他7時開演 d-倉庫
※7回【東京】
イベント企画OZ 「ブレインズ・グラフィティ」
4月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝松岡洋佑
出演＝紅葉美緒 板野成美 田中菜々 諸塚香奈実
青柳伽奈他 〈S 席 6000 円 A 席 4700 円 B 席 4000
円〉 17日1時／6時 18日12時／4時 他2時／7時
開演 シアターグリーン BIG TREE THEATER
※10回【東京】
福田ユミ 「萩本の女」
4月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝矢島弘一
出演＝福田ユミ 山口良一 〈4800円〉 14日7時
17・18 日 1 時／ 6 時 他 2 時／ 7 時開演 シアター
711
※9回【東京】
Monkey Works 「明日は捲る」
4月14日㈬～18日㈰
脚本＝ゆうき 演出＝笠原哲平
出演＝田中尚輝 星波 谷津翼 佐々木優佳里 木
下綾菜他 〈S席9000円 A席7500円〉 17・18日1
時／6時 他6時30分開演 シアターサンモール

※7回【東京】

Aznet Produce 「群青の神々」
4月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝輪島貴史

岡本芽子

瑠香他 〈6300 円〉 14 日 7 時
タジオ

一条龍之介

他2時／7時開演

矢崎愛

17 日 1 時／ 6 時
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ウエストエンドス

※9回【東京】

溝ノ口劇場×中目黒R.P. G 「Soul」
脚本・演出＝石川勇人
出演＝中井杏奈 清水結日

4月14日㈬～18日㈰

明知広樹

田辺聖尚

吉留憂他 〈4000 円〉 14 日 7 時 17・18 日 2 時／ 6
時30分 他2時30分／7時開演 溝ノ口劇場

※9回【神奈川】

劇団でん組 「ロンググッバイ」 4月14日㈬～18日
脚本・演出＝富田求

出演＝藤田弓子 高橋ひろし 佐藤麻衣子 柳橋朋
典 白井美香他 〈4500円 学生2500円〉 14日7時
18日2時

他2時／7時開演

ザ・ポケット

※8回【東京】

劇団虹色くれよん 「ザ・シェフ〜人生のレシピ〜」
4月14日㈬～18日
脚本・演出＝小堀智仁
出演＝竹之内勇輝 大塚悠介 岡田ゆきのり 高木
デリス 橘百花他 〈4000円 オンライン配信2000
円〉 17日1時30分／5時30分 18日12時／4時 他
2時30分／7時30分開演 テアトルBONBON
※10回【東京】
大人の麦茶 「お後がよろしくありますように」
4月14日㈬～25日㈰
脚本・演出＝塩田泰造
出演＝並木秀介 宮原奨伍 岩田有弘 今川宇宙
浅田光他 〈5000円〉 16・21・22日3時／7時 17・
24・25日1時／5時 18日2時 他7時開演 19日休演
ザ・スズナリ
※17回【東京】
劇団六風館 「邯鄲」
4月15日㈭
脚本＝三島由紀夫 演出＝高木帆乃花
出演＝天勝涼介 林歩美 四ヶ所かりん 松下綾花
西澤翼他 〈無料カンパ制〉 5時30分開演 大阪大
学（豊中キャンパス）
※1回【大阪】
虹企画/ぐるうぷ・しゆら 「地獄のオルフェウス」

4月15日㈭～18日㈰
脚本＝テネシィ・ウィリアムズ 演出＝三條三輪
出演＝跡見梵 朱魅 伊藤佳寿子 エミル 金谷博
他 〈4000円〉 17・18日2時 他7時開演 雑遊
※4回【東京】
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!ll nut up fam 「X Opera『愛の妙薬』」

株式会社atlas 「楽屋―流れ去るものはやがてな

脚本・演出＝朱木雀空

脚本＝清水邦夫
出演＝伊藤裕一

4月15日㈭～18日㈰

出演＝冨田浩児 松岡里奈 高橋龍史 川島唯 葉
月楓 〈5000円〉 18日6時 他7時開演 Only you
※4回【東京】
演り人知らズ 「
『シュガー、ミルク、スプーン、カッ
プ、コーヒー、ダーリン』
『どうせなにもみえない』」
脚本＝FOペレイラ宏一朗
正人

紺野ぶどう

出演＝棚瀬みつぐ

4月15日㈭～18日㈰
瀬乃一郎 演出＝いば

美藤優佳

笹ゆきみ

斜あゐり

〈2000円〉 17・18日2時／3時／4時／5時
15分開演 AHAアトリエ・ギャラリー

他8時

※10回【愛知】

Ichi-se企画 「私はあなたに殺された」

4月15日㈭～18日㈰

脚本・演出＝一ノ瀬のり
出演＝町屋圭祐 福井夏紀 戸塚有紀 木村香代子
田中智子他 〈3800円〉 15日7時 16日2時／7時
17日1時／6時 18日12時／5時開演 参宮橋トラ
ンスミッション
※7回【東京】
アイ★チュウ ザ・ステージ製作委員会 「アイ★
チュウ ザ・ステージ〜La Cage aux Épines〜」
4月15日㈭～19日㈪
脚本・演出＝伊勢直弘
出演＝川井雅弘 吉田大輝 伊地智頼統 渡邊亮汰
新井將他 〈S席14300円 A席9900円 有料配信チ
ケット4400円〉 17日11時30分／5時30分 18日3
時 他5時30分開演 THEATRE1010 ※5回【東京】
ゾルタクスゼイアンの犬 「贋作2.5次元『ツァラタ
スホカスの剣』
」
4月15日㈭～20日㈫
脚本・演出＝橋沢進一
出演＝渡辺一哉 永野百合香 関口ふで 吉田潔
本郷小次郎他 〈4500円 配信2500円〉 18日2時／
6時30分 他7時30分開演 駅前劇場 ※7回【東京】
あ

お

ネルケプランニング 「
『錆色のアーマ』外伝―碧空
ふくろう

の梟―」
4月15日㈭～24日㈯
脚本＝高殿円 泰脚本・演出＝元吉庸
出演＝仲田博喜 櫻井圭登 富園力也 佐藤永典
石 渡 真 修 他 〈8800 円 〉 17・18・24 日 1 時 ／ 6 時
20・22日2時／7時 他7時開演 19日休演 クラブ
eX
※14回【東京】
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つかしき―」

4月15日㈭～18日㈰

演出＝西森英行
伊勢大貴 大高洋夫

ロ 〈8000円〉 16・23・25日2時
時／5時 20・22日2時／6時30分
21日休演 浅草九劇
黄色団 「ナイト・クラブ」
脚本・演出＝近藤輝一
出演＝近藤輝一

金田昇悟

佐藤アツヒ

17・18・24日1

他6時30分開演
※15回【東京】

4月16日㈮～18日㈰
秦穂香

平田彩夏

片

山 七 海 他 〈4000 円 〉 16 日 7 時 17 日 2 時 ／ 6 時
18日12時／4時開演 大阪市立芸術創造館

※5回【大阪】

劇団papercraft 「ゆかりカタログ」
脚本・演出＝海路
出演＝木下美優 辻岡甚佐

4月16日㈮～18日㈰

遠矢ひこの

磯崎みず

ほ 山本佳希他 〈4000円〉 16日3時／7時 17日1
時／7時 18日1時／5時開演 新宿眼科画廊
※5回【東京】
オリジナルプロジェクト 「紡がれし路」
4月16日㈮～18日㈰
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝佐藤弘樹 鵜飼主水 萩原成哉 〈4500円
学生3000円〉 16日3時／7時 17日2時／6時 18
日1時／5時開演 ザムザ阿佐谷
※6回【東京】
Voice Works Tokyo 「だって、ヒーローなんだ
よ。Remake」
4月16日㈮～18日㈰
脚本・演出＝佐々葉子
出演＝大城貴雅 沖田朔 小島昭吾 杉原桃 奈奈
他 〈3800円〉 18日12時／4時 他3時／7時開演
池袋GEKIBA
※6回【東京】
スカレッティーナ演劇研究所 「フェリエラーの盾」
4月16日㈮～18日㈰
脚本・演出＝小西優司
出演＝小西優司 相楽信頼 川合土土 子安由 竹
田真季他 〈3500円〉 16日4時／7時30分 17日1
時30分／4時／7時30分 18日1時30分／4時開演
RAFT
※7回【東京】
青年団 「銀河鉄道の夜」
4月16日㈮～18日㈰
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝菊池佳南 南風盛もえ 福田倫子 知念史麻
髙橋智子 〈2000円 大学生以下無料〉 16日6時
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17日11時／3時

18日2時開演

江原河畔劇場

※4回【兵庫】

舞台
『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE』製作
委員会 「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」
4月16日㈮～18日㈰
脚本・演出＝中屋敷法仁

脚本＝内田裕基

出演＝鳥越裕貴 桑江咲菜 橋本祥平 植田圭輔
田淵累生他 〈8800円〉 16日6時 17日1時／6時
18日12時／5時開演
KA・WWホール

COOL JAPAN PARK OSA
※5回【大阪】

※当公演は下記にて公演有り。

▼4月23日㈮～27日㈫ 〈8800円〉 24・27日1時／
6時 25日1時
7回
【東京】

他6時開演

日本青年館ホール

※

出演＝平井美葉

島倉りか

／6時

日休演
ゼロ

18・25日11時／2時30分

出演＝一二三礼 福塚すみれ C-ma.Mia 彩歌
辰浦優子他 〈3500円 学生1800円〉 17日2時／5
時

18日12時／3時／6時開演

倉山創作活動隊 「スタートアップ」
4月16日㈮～25日㈰
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝天羽莉子 出井景梧 岡野桃子 岡林愛 岸
田百波他 〈3500 円〉 16・19 日 6 時 30 分 20 ～ 23
日2時／6時30分 他2時／5時開演 下北沢スター
ダスト
※18回【東京】

EARTH DIVER

※5回【大阪】

劇団ルービック◇キューブ 「谷底ガーデン」

4月17日㈯・18日㈰
演出＝劇団ルービック◇キューブ

かつけんと他 〈2300円

O-keyプロデュース 「爆烈アンチテーゼ―P×S×
N―」
4月16日㈮～19日㈪
脚本＝山本梨央 脚本・演出＝坂田鉄平
出演＝奈菜 瑠花 石野さやか 上野美里 福地麻
央他 〈4500円〉 16日3時30分／7時 19日1時／4
時30分 他12時／3時30分／7時開演 シアターブ
ラッツ
※10回【東京】
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4月17日㈯・18日㈰

脚本・演出＝だるままどか

脚本・演出＝大河虎之介

出演＝伯虎座ホラーアクター 〈2000円〉 3時／4
時／5時／6時30分／7時30分／8時30分開演 黒門
カルチャーファクトリー
※18回【大阪】

他6時開演

大陸窃盗団 「産声は挽歌の如く」

脚本＝鈴木純子

4月16日㈮～18日㈰

山﨑夢羽

こくみん共済 coop ホール／スペース・
※15回【東京】

関西ホラーエンターテイメント集団伯虎座 「ジェ
シー〜Dark Time〜」

西田汐里

里吉うたの他 〈8000円〉 17・24日11時／2時30分

出演＝春木純

武玉ゆき

日2時／5時30分
LUS

まお

佐藤木ノ三

ひた

アーカイブ1000円〉 17

18日1時／5時開演

STAGE+P
※4回【大阪】

鮭スペアレ 「鮭スペアレ版・リチャード三世」
4月17日㈯・18日㈰
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア 演出＝中込遊
里
出演＝清水いつ鹿 上埜すみれ 水上亜弓 宮川麻
理子 中込遊里他 〈4500円 学生2500円 高校生
以下1500円 オンライン生配信2200円〉 17日7時
18日11時／3時／6時開演 銕仙会能楽研修所
※4回【東京】

カクタラボ 「明後日の方へ」 4月16日㈮～25日㈰
脚本・演出＝西山聡
出演＝谷恭輔 酒井晴江 置田浩紳 森崎健康 吉
田紗也美他 〈3300円〉 16日6時30分 19～23日1
時 ／ 6 時 30 分 25 日 1 時 ／ 5 時 他 1 時 ／ 6 時 開 演

無名劇団 「波高けれども晴天なり」
4月17日㈯・18日㈰
脚本・演出＝島原夏海
出演＝泉侃生 今井桃子 島原夏海 柊美月 尾形
大吾 〈3500円 ライブ配信2000円〉 17日3時／6
時 18日12時／5時開演 大阪市中央公会堂
※4回【大阪】
iaku 「逢いにいくの、雨だけど」
4月17日㈯～24日㈯
脚本・演出＝横山拓也
出演＝尾方宣久 異儀田夏葉 橋爪未萠里 近藤フ
ク 納葉他 〈4300円 25歳以下2500円 高校生以

演劇女子部 「眠れる森のビヨ」
4月16日㈮～25日㈰
脚本・演出＝中島庸介

エヌオーフォー No.4 「5 years after」

小劇場 楽園

※19回【東京】

下1000円〉 18日2時 21・23日7時 他2時／7時
開演 19日休演 三鷹市芸術文化センター 星の
ホール
※11回【東京】
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脚本・演出＝堤泰之
出演＝久保田秀敏

野口友輔

4月17日㈯～25日㈰

出演＝パン・プランニング 〈6700円〉 24・25日1

梅津瑞樹

野ストアハウス

他 〈5500円〉 19～23日3時／7時
演 すみだパークシアター倉

加藤良輔

他1時／5時開
※18回【東京】

青年団リンク やしゃご 「てくてくと」

4月17日㈯～27日㈯

脚本・演出＝伊藤毅

出演＝木崎友紀子 井上みなみ 緑川史絵 佐藤滋
中藤奨他 〈4000円 高校生以下2000円〉 17日6時
18・25日1時

他7時30分開演

22日2時／7時30分
20・26日休演

24日1時／6時

こまばアゴラ劇場

※11回【東京】

カプセル兵団 「東日本大震災10年目の復興チャリ
ティー2021」
4月18日㈰

脚本・演出＝吉久直志
出演＝柳川公輔

池田航

山際絵来奈

ゆうか

MIQ他 〈1500円 子ども500円〉 10時開演 飯能
整形外科・第一駐車場
※1回【埼玉】
ロロ 「いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛
されて第三小学校」
4月19日㈪～27日㈯
脚本・演出＝三浦直之
出演＝朝倉千恵子 大中喜裕 門田宗大 金井美樹
関彩葉他 〈4000円 29歳以下3000円 高校生以下
1500円〉 20・22日2時／6時30分 24・25日2時／
6時 他6時30分開演 21日休演 アトリエ春風舎
※12回【東京】
KOKOO 「ドップラー」
4月20日㈫～25日㈰
脚本・演出＝越智良江
出演＝天野翔太 池永里穂子 國松卓 小林よう
嶋田亮他 〈3000円 学生2000円 高校生以下1000
円 〉 20 日 7 時 24 日 1 時 ／ 6 時 25 日 11 時 ／ 4 時
他2時／7時開演 シアター風姿花伝 ※11回【東京】
はらみかプロデュース 「ODEN〜記者会見の陣〜」
4月20日㈫～25日㈰
脚本＝益永あずみ 演出＝はらみか
出演＝はらみか モリマリコ 向井彩華 橘さり
彩木りさ子他 〈4500円〉 24・25日1時／6時 他7
時開演 Y’sバイキングレストラン 新宿エステック
情報ビル店

※8回【東京】

パン・プランニング 「みんなで演じる一人芝居―
朗読劇風短篇集
（1）
―」
4月20日㈫～27日㈫
脚本・演出＝是枝正彦
376

時／5時 26・27日2時

他2時／6時30分開演

上

※14回【東京】

メトロンズ 「副担任会議」
4月21日㈬～24日㈯
脚本＝池田一真 児玉智洋 演出＝中村元樹
出演＝赤羽健壱

池田一真

児玉智洋

関町知弘

田所仁他 〈5000円 ライブ配信800円〉 24日12時
／4時 他6時開演 赤坂RED/THEATER

※5回【東京】

ViStar PRODUCE 「引き結び
まりの糸」

脚本・演出＝湯口智行
出演＝曰芥海 泉キリア

紬ぎ結ぶは はじ

4月21日㈬～25日㈰

井上茜

イマダトム

大

村俊輔他 〈5000円〉 23・24日2時／7時 25日12
時／4時 他7時開演 シアターグリーン BOX in
BOX THEATER

※8回【東京】

劇団スポーツ 「ルースター」 4月21日㈬～25日㈰
脚本＝田島実紘 演出＝内田倭史
出演＝内田倭史 竹内蓮 神山慎太郎 川久保晴
古賀友樹 〈3000円 学生2800円 高校生以下1000
円〉 23・24日2時／7時 25日1時／6時 他7時開
演 王子小劇場
※8回【東京】
劇団暴創族 「わたあめ物語」 4月21日㈬～25日㈰
脚本・演出＝大坪雅俊
出演＝小林大祐 前原未晴 黒岩徹 須賀大輔 關
根史明他 〈4500円 高校生以下3500円〉 23・24
日2時／7時 25日12時／5時 他7時開演 萬劇場
※8回【東京】
ゲキバカ 「ローヤの休日」
4月21日㈬～25日㈰
脚本・演出＝柿ノ木タケヲ
出演＝伊藤今人 菊池祐太 志村倫生 鈴木ハルニ
中 山 貴 裕 他 〈5500 円 配 信 チ ケ ッ ト 3500 円 〉
23・24日1時／4時／7時 25日1時／4時 他7時開
演 ザ・ポケット
※10回【東京】
劇団だるま座 「月ノツカイ」 4月21日㈬～25日㈰
脚本・演出＝増澤ノゾム
出演＝坂東七笑 遠藤佑哉 松木菜美 松下聡 奈
良岡史也他 〈4500円 25歳以下3500円〉 22日2時
／7時30分
劇場B1

25日11時／3時

他2時／7時開演 小
※10回【東京】

アース・シー・スカイ 「Beautiful Runner」
4月21日㈬～25日㈰
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脚本・演出＝IKKAN
出演＝古謝那伊留

桜木那智

田名部生来

若菜太

喜 結城駿他 〈8500円〉 21日7時 24日1時／6時

他2時／7時開演 CBGKシ
※9回【東京】

25日12時／4時30分
ブゲキ‼

Creative Company Colors 「ファントムテイル」
脚本＝矢部亮

4月21日㈬～25日㈰
演出＝足立雄大郎

出演＝秤谷建一郎 村上貴弘 田中琢磨 阿川祐未
新八他 〈プレミアムチケット7000円 一般4500
円〉 23日2時／7時
時

他7時開演

24日1時／6時

シアターKASSAI

25日12時／5

※8回【東京】

放課後ビアタイム 「猫も恋する季節です。」
脚本・演出＝蜂巣和紀
出演＝蜂巣和紀

古野あきほ

4月21日㈬～25日㈰

麻生金三

石川志織

平 井 杏 奈 他 〈4000 円 〉 1 時 ／ 5 時 30 分 開 演
テージカフェ下北沢亭

ス

※10回【東京】

劇団スーパー・エキセントリック・シアター 「相
思相愛相乱島〜ある日王子が流れてきた〜」
4月21日㈬～28日㈬
脚本＝吉井三奈子 演出＝おおたけこういち 小暮
邦明
出演＝おおたけこういち 鎌田麻里名 渋谷渉大流
志摩匠人 古家由依他 〈5000円〉 24・25日1時／
5時 27・28日2時 他7時開演 中目黒キンケロ・
シアター
※10回【東京】
100点un・チョイス! 「ヒロイン」
4月21日㈬～27日㈫
脚本・演出＝相馬あこ
出演＝林田真尋 賀集利樹 三浦海里 野元空 田
口華他 〈SS席10000円 S席8500円 A席7000円〉
24・25日1時／6時 他7時開演 シアターサンモー
ル
※8回【東京】
This is 大奥製作委員会 「This is 大奥」
4月22日㈭～25日㈰
脚本＝蛭田直美 演出＝玉野和紀
出演＝越岡裕貴 小川優 土井一海 國島直希 星
元裕月他 〈10800円〉 24・25日12時／5時 他1時

ヒューリックホール東京
※8回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼4月28日㈭・29日㈮ 〈10800円〉 29日6時30分
30日12時／5時開演 COOL JAPAN PARK OSA
30分／6時30分開演

KA・TTホール

※3回【大阪】

Office ENDLESS 「文学戯劇―宮沢賢治―『星紡

ギの夜』」
4月22日㈭～25日㈰
脚本＝宮沢賢治 演出＝松崎史也
出演＝佐奈宏紀 宮城紘大 船木政秀 小林賢祐
浅倉祐太他 〈8500円
時 25日12時／4時
ル

配信4000円〉 24日1時／5

他6時開演

光が丘IMAホー
※6回【東京】

空間製作社オリジナルミュージカル 「ホームカミ
ング」

脚本＝四方田直樹

4月22日㈭～25日㈰

演出＝加藤毅

作曲＝石山理

出演＝藤森裕美 かわぐちまこ 本村友之 YuSu
Ke 根岸唯他 〈5200円〉 24日1時／6時 25日12
時／4時 他6時開演
ルテリオ小劇場

川崎市アートセンター・ア
※6回【神奈川】

TEAM RevArt 「たいようの歌」

4月22日㈭～26日㈪
脚本・演出＝男澤博基
出演＝TEAM RevArt 〈4500円〉 26日12時／3時
他2時／6時開演 シアターブラッツ ※10回【東京】

エッグスター 「プレイス」
4月22日㈭～26日㈪
脚本＝藤森一朗 演出＝猪狩賢二
出演＝稲葉ななこ 今永成美 庄司有花 時梨まり
な 増井ちひろ他 〈4200円 配信チケット3000
円〉 22日6時／9時 23日3時／6時／9時 24日12
時／3時／6時／9時 他12時／3時／6時開演 両
国・Air studio
※15回【東京】
三栄町LIVE 「どんだけやねん！？」
4月22日㈭～5月5日㈬
脚本・演出＝三栄町LIVE
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 24日2時／6時 25・
4・5日1時／5時 29日1時 1日2時 2日6時 他7
時30分開演 28・3日休演 三栄町LIVE STAGE
※16回（10回／6回）
【東京】
ひとり芝居まつり実行委員会 小林四十のひとりで
やってみた。「家族とコロナと」
4月23日㈮・24日㈯
脚本・演出＝小林四十

出演＝小林四十 〈2000円〉 23日7時30分 24日1
時／5時開演 シアターグリーン BASE THEAT
ER
※3回【東京】
演劇ユニット衝空観 「タンブル・ワード」
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脚本・演出＝銭山伊織
出演＝西村こころ

2300円〉 23日7時
芸術創造館

4月23日㈮・24日㈯

林和弥

亮介 〈2800円

学生

24日2時／6時開演 大阪市立
※3回【大阪】

あひるなんちゃら関村個人企画 「タイダルロック」
脚本・演出＝関村俊介

4月23日㈮～25日㈰

出演＝土橋銘菓 ワタナベミノリ 保坂萌 〈2500
円 配信1000円〉 23日7時30分 他3時／6時開演
OFF OFFシアター

※5回【東京】

劇団CANプロ 「お月さまの悪戯」
4月23日㈮～25日㈰
脚本＝磐城春 演出＝佐藤雄一
出演＝元山留美子 滝沢美音 国米貴代美
穂 〈3800円〉 23日7時
／5時開演

24日2時／7時

堀田志

25日1時

中板橋・新生館スタジオ ※5回【東京】

イズムpresents 春風 「くっついている」
4月23日㈮～25日㈰
脚本・演出＝太田浩司
出演＝木村勇太 詠未ゆうか 兵頭加奈 白石幸雄
くすむらしほ他 〈1500円〉 23日7時 24日1時／4
時／7時 25日11時／2時／5時開演 イズムスタ
ジオ
※7回【大阪】
劇想からまわりえっちゃん 「チャンバラ茶番！一
生懸命えいえいおー」
4月23日㈮～25日㈰
脚本・演出＝青沼リョウスケ
出演＝荒谷清水 土屋シオン 窪田美沙 青沼リョ
ウスケ 福冨宝他 〈5300円 25歳以下3500円 高
校生以下1000円〉 23日7時 24日1時／7時 25日
2時開演 北とぴあ・つつじホール
※4回【東京】
サイマル演劇団 「吠える」
4月23日㈮～25日㈰
脚本・演出＝赤井康弘
出演＝葉月結子 赤松由美 竹岡直紀 〈3000円
学生・障がい者2000円〉 23日8時 24日11時／3
時／7時 25日11時／3時開演 演劇フリースペー
ス・サブテレニアン
※6回【東京】
流山児★事務所 「彗星の一夜」

4月23日㈮～26日㈪
脚本＝岸田國士 演出＝流山児祥
出演＝伊藤弘子 上田和弘 里美和彦 平野直美
木暮拓矢他 〈3800円 学生・25歳以下2800円 高
校生以下1000円〉 23日6時 24日2時／6時 他2
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Space早稲田

時開演

※5回【東京】

イケメンヴァンパイアTHE STAGE製作委員会 「イ
ケメンヴァンパイア 偉人たちと恋の誘惑 THE
STAGE〜EP.1」
4月23日㈮～27日㈫
脚本＝早川康介 演出＝大関真
出演＝松崎祐介

松本幸大

冨岡健翔

福士申樹

荒一陽他 〈11000 円〉 23 日 6 時 30 分 26・27 日 5
時30分 他12時／5時30分開演 THEATRE1010

※7回【東京】

HAL

Sun-mallstudio produce 「春への扉」
脚本・演出＝佐山泰三
出演＝稲村梓

斉藤ひかり

4月23日㈮～27日㈫

水野奈月

なかおまり

渡辺あつし他 〈3800円 ライブ配信2000円〉 24・
25日1時／5時 27日2時 他7時開演 サンモール
スタジオ

※7回【東京】

吉田見本市 「つけび」
4月23日㈮～28日㈬
脚本・演出＝屋代秀樹
出演＝外村道子 中野あき 〈3000円 学生2000円
配信1500円〉 24・25日12時／4時 28日12時 他
6時開演 新宿眼科画廊
※8回【東京】
くろがね

はな

本若 「鉄の花〜狂乱の宴〜」

4月24日㈯
脚本＝上島よう子 演出＝福島健太
出演＝平宅亮 上島よう子 二宮正晃 渡辺ケイ
工藤彰彦他 〈3800円 22歳以下3000円 中学生以
下 2000円〉 12時30分／5時開演 AI・HALL
※2回【兵庫】
エンニュイ 「無表情な日常、感情的な毎秒」
4月24日㈯・25日㈰
脚本・演出＝長谷川優貴
出演＝荒波タテオ 小林駿 齋藤永遠 波多野伶奈
高良真剣 〈2300円 配信1500円〉 24日2時／7時
25日1時／6時開演 飯島商店
※4回【神奈川】
甲南大学文化会演劇部甲南一座 「ハリネズミのジ
レンマ」
4月24日㈯・25日㈰
脚本・演出＝甲南大学文化会演劇部甲南一座
出演＝甲南大学文化会演劇部甲南一座 〈無料〉 1
時開演 甲南大学甲友会館大ホール ※2回【兵庫】
SPAC・静岡県舞台芸術センター 「野外劇
オペラ」
脚本＝ベルトルト・ブレヒト
バルベリオ・コルセッティ

三文

4月24日㈯・25日㈰
演出＝ジョルジオ・
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出演＝綾田將一

葛たか喜代

小長谷勝彦他 〈4200円
1000円〉 6時開演
会場

菊沢将憲

学生2000円

後藤英樹

高校生以下

駿府城公園東御門前広場 特設

※2回【静岡】

SPAC・静岡県舞台芸術センター 「おちょこの傘
持つメリー・ポピンズ」
脚本＝唐十郎

4月28日㈬～30日㈮

演出＝宮城聰

雲南市演劇によるまちづくりプロジェクト実行委員

出演＝泉陽二 奥野晃士 春日井一平 片岡佐知子
河村若菜他 〈4200円 学生2000円 高校生以下
1000円〉 6時開演 舞台芸術公園・野外劇場「有

脚本・演出＝亀尾佳宏
出演＝雲南市民 〈2500円

Bobjack Theater 「からっぽの庭で」

会 「永井隆物語」

4月24日㈯・25日㈰

大学・高校生1500円

4歳～中学生700円〉 24日6時30分 25日2時開演
雲南市木次経済文化会館 チェリヴァホール

※2回【島根】

紅月劇団 「不愉快なみほとけ
脚本・演出＝石倉正英
出演＝若林カムイ宏彰
介

伊藤美友

石倉正英

河田カルロス啓

秋元淳他 〈3000円

1500円〉 24日4時
ローネ

日蓮聖人殺害計画」
4月24日㈯・25日㈰

中学生以下

25日1時／4時開演

西御門サ

※3回【神奈川】

劇団ウィステリウム 「おい、なおよし聞いてるか」
4月24日㈯・25日㈰
脚本＝笠松大誠 演出＝小泉憂斗
出演＝笠松大誠 菊池愛海 小室龍 さわ ムラタ
擬他 〈3500円 配信2000円〉 1時／4時／7時開演
北池袋・新生館シアター
※6回【東京】
NPO法人C,A,ワークス 「便所くん〜男だけの世
界〜」
4月24日㈯・25日㈰
脚本・演出＝兵藤友彦
出演＝井口時次郎 春海圭佑 清水万鳳 〈2500円
高校生以下1500円〉 24日2時／5時 25日11時30
分／2時30分開演 G/Pit
※4回【愛知】
TEAM909 「夢も希望もないのなら弾丸だけ握りし
めておけばいいんじゃない？」 4月24日㈯・25日㈰
脚本・演出＝Bobson
出演＝きたはらさき 倉石真 笹森あき 久岡信也
原山啓吾他 〈1000円〉 1時／5時開演 早稲田ク
ローバースタジオ
※4回【東京】
ヌトミック＋細井美裕 「波のような人」
4月27日㈫・28日㈬

脚本・演出＝額田大志
出演＝長沼航 原田つむぎ 深澤しほ 岩渕貞太
〈3000 円 25 歳以下 2500 円 高校生以下 1000 円〉
27日7時30分 28日1時／7時開演 愛知県芸術劇
場・小ホール
※3回【愛知】

度」

※3回【静岡】

脚本＝守山カオリ
出演＝丸山正吾
汐音
時

4月28日㈬～5月2日㈰
演出＝扇田賢

民本しょうこ

小島ことり

太立健他 〈5500円〉 28日6時

他1時／6時開演

池澤

2日12時／5

キーノートシアター
※9回（5回／4回）
【東京】

ENGISYA TEATER COMPANY 「『Mercy Tor
ilogy』
『天国の朴』」

脚本・演出＝大村未童

4月28日㈬～5月5日㈬

出演＝大村未童 大竹華 大地葵 島崎早貴 小寺
絢 他 〈4100 円 25 歳 以 下 3600 円 配 信 2800 円 〉
1・4日2時／7時 2・5日2時 他7時開演 KISYU
RYURI THEATER
※10回（3回／7回）
【東京】
青春ダンス集団「昭和レディ」「昭和レディ・鵺」
4月29日㈭
脚本・演出＝牛島有佳子
出演＝海原章子 かなえさん 菅野のぞみ 小鹿道
子 佐々木理恵他 〈3000円 学生1500円 小学生
以下無料〉 11時／2時／6時開演 生活支援型文化
施設コンカリーニョ
※3回【北海道】
JOLT planning 「Brotherhood〈ブラザー・フッ
ド〉
」
4月29日㈭～5月3日㈪
脚本・演出＝松崎丈
出演＝JOLT planning 〈4000円〉 29日7時 30日
2時／7時 3日1時／4時 他2時／6時開演 参宮
橋TRANCE MISSION
※9回（3回／6回）
【東京】
E-Stage Topia 「堕天使は薄い本を閉じて」
4月29日㈭～5月9日㈰
脚本・演出＝太田守信
出演＝榎あづさ さかいかな 神村風子 有栖川姫
子 桜井あゆ他 〈8500円 5500円 配信チケット

3000円〉 1～5・8日2時／6時 9日1時／5時 他7
時開演 上野ストアハウス
※18回（2回／16回）
【東京】
劇団６番シード 「ボイルド・シュリンプ＆クラブ」
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脚本・演出＝松本陽一
出演＝藤堂瞬

椎名亜音

4月29日㈭～5月9日㈰
宇田川美樹

樋口靖洋

小沢和之他 〈6500円〉 1・2・5・6日1時／6時 3・
8日1時 4日6時 9日12時／5時 他7時開演 シア
ターKASSAI
※16回
（2回／14回）
【東京】
赤い猫 「螺旋〜目玉女〜【無観客配信】」
4月30日㈮
脚本・演出＝高倉良文
出演＝大村仁望 杉田麻由香

水野淳之

高倉良文

朴贊革他 〈配信チケット2000円〉 7時開演
きたDAWN

しも

※1回【東京】

しむじゃっく 「神話のつくりかた」
脚本＝寺尾賢人
出演＝今村貴登
ん

4月30日㈮・5月1日㈯
演出＝おしうみあゆみ
大久保寛則

小川春樹

小枝豆は

南あゆむ 〈配信チケット2000円〉 30日7時

1日2時／6時開演 新中野ワニズホール
※3回（1回／2回）
【東京】

5月
ポッキリくれよんズ 「だいたい源氏物語」
5月1日㈯
脚本・演出＝しきぶ 演出＝石橋啓太郎
出演＝石田裕子 岡みのり カタセ宇海 さいの
マタハル他 〈配信2500円〉 7時開演 ザムザ阿佐
谷
※1回【東京】
わらかどプロデュース 「こととおとと 2021 柏
Studio WUU編」
5月1日㈯
脚本・演出＝有川加南子 脚本＝笑門福 演出＝わ
らかどプロデュース
出演＝杉沼美幸 暁雅火 笑門福 〈3000円〉 6時
30分開演 Studio WUU
※1回【千葉】
縁劇ユニット流星レトリック 「Celestine#8」
5月1日㈯・2日㈰
脚本・演出＝吉原優羽 沢田美佳
出演＝高士幸也 嶋田あさひ 厚地彩花 未依 飯
田ゆか他 〈無観客生配信3300円〉 12時／3時30分
／7時開演 サンモールスタジオ
※6回【東京】
ゲキシビジョン 「モネ、逆さまの睡蓮」
5月1日㈯～4日㈫
脚本・演出＝泊篤志
出演＝古賀今日子 森川松洋 脇内圭介 宮村耳々
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セクシーなかむら 〈500円〉 12時／3時開演

北

九州市立美術館本館 アネックス棟レクチャールー
ム

※8回【福岡】

水戸芸術館ACM劇場 「ゆうくんとマットさんの
『おじいちゃんはロボットはかせ』」
脚本・演出＝Ukm3
出演＝小林祐介 大内真智

5月1日㈯～5日㈬

堀口理恵

木村隆之

植田そうへい他 〈2300円 小学生以下1000円〉 1
日2時 他11時開演 水戸芸術館ACM劇場

※5回【茨城】

1６号室 「沈澱タイ」
5月1日㈯～12日㈬
脚本・演出＝八代将弥a.k.a.SABO
出演＝八代将弥 芝原啓成 岩崎真 いば正人 杉
浦哲平他 〈4500円 25歳以下3000円 配信チケッ

ト3500円〉 2～5・8・9日1時／6時 6・10～12日
7時

他1時／6時開演

7日休演

G/Pit

※18回【愛知】

りくろあれ 「外科室」
5月2日㈰・3日㈪
脚本・演出＝りくろあれ
出演＝山根秀樹 常盤美妃 中三川雄介 大島朋恵
やっこ他 〈2800円 配信2800円〉 2日11時30分／
3時／6時 3日11時30分／3時開演 アトリエほん
まる
※5回【栃木】
SPAC・静岡県舞台芸術センター 「アンティゴネ」
5月2日㈰～5日㈬
脚本＝ソポクレス 演出＝宮城聰
出演＝美加理 本多麻紀 大高浩一 阿部一徳 赤
松直美他 〈4200円 学生2000円 高校生以下1000
円〉 6時45分開演 駿府城公園
※4回【静岡】
語りと和楽の芸人衆かたりと 「正月四日の客」
5月3日㈪
原作＝池波正太郎 脚本・演出＝かたりと
出演＝北原久仁香 小池純一郎 〈3000円 高校生
以下500円〉 1時／4時開演 登録有形文化財一欅
庵
※2回【東京】
劇団時計 「ぱちぱちおめめ」
脚本・演出＝劇団時計

出演＝劇団時計 〈無料〉 6時開演
tubeチャンネル

5月3日㈪
劇団時計You
※1回【東京】

人形劇団クラルテ 「女殺油地獄」
5月4日㈫・5日㈬
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脚本＝近松門左衛門
出演＝西村和子

演出＝ふじたあさや

高平和子

島梨枝子他 〈4500円

三木孝信

学生2700円

4000円〉 4日6時 5日1時開演
ター・アルテリオ小劇場

菅賢吉

永

障がい者割引

川崎市アートセン
※2回【神奈川】

劇団イン・ノート 「家族の時間」

5月7日㈮～9日㈰

脚本・演出＝中川大喜

出演＝芝原れいち 岩瀬未央 小林雅人 古川里沙
石川なつ美他 〈配信1500円〉 7日7時 他2時開演
OFF OFFシアター

※3回【東京】

しむじゃっく 「エンれぱ！」
5月7日㈮・8日㈯・15日㈯
脚本＝表情豊 演出＝杉山純じ
出演＝かくたなみ 土井すみれ
飛田修司 〈3000円
時／6時

みみみ

青木理紗

配信2000円〉 7日7時

15日6時開演

新中野ワニズホール

8日2

※3回【東京】

東京ノ温度 「ころぬのこと」 5月8日㈯～11日㈫
脚本・演出＝川島広輝
出演＝宇塚彩子 水野以津美 矢萩麻里菜 美早紀
原田絵理他 〈3500円〉 8日12時30分／3時／5時
30分／7時30分 9日12時／2時30分／5時／7時30
分 10日1時／3時30分／5時30分／7時30分 11日
2時／5時／7時30分開演 nakano f
※15回【東京】
劇団120◯EN 「あんじゅとずしおう―説経節 さ
んせう太夫より―」
5月8日㈯・9日㈰
脚本・演出＝清野和也
出演＝鈴木優斗 奈良夏妃 霜山亜美 佐川翔 本
田真也 〈無料〉 8日2時 9日11時開演 福島テル
サ
※2回【福島】
株式会社WARE 「いきなり本読み！」 5月9日㈰
脚本・演出＝岩井秀人
出演＝岩男海史 川上友里 田村健太郎 藤谷理子
〈アーカイブ配信1100円〉 6時開演 ユーロライブ
※1回【東京】
劇団さんじかい 「竜と少女」

5月9日㈰

脚本・演出＝久木野光
出演＝つきじ 勝股夕夏 朝倉ひかる 久木野光
〈無料配信〉 4時開演 阿佐ヶ谷アートスペース・
プロット
※1回【東京】

DCいんぷろぶ 「脈々とながるる

あるいは…」

脚本・演出＝ナツメカオリ

5月9日㈰

出演＝上山太朗 佐久間文恵 佐藤亜矢 松林由華
金 沢 琢 久 磨 他 〈2000 円 配 信 チ ケ ッ ト 1000 円 〉
11時／4時開演 穂の国とよはし芸術劇場プラッ
ト・創造活動室B

※2回【愛知】

○○企画 「『“she”』
『座席』
『○』
『ソーニャ』」
脚本・演出＝○○企画
出演＝吟醸ともよ
まほ 〈3500円

畑迫有紀

5月9日㈰・10日㈪

山中麻里絵

にさわ

映像配信1000円〉 9日2時30分／

6時 10日2時30分／7時開演
階ギャラリー

ライト商會三条店 2
※4回【京都】

MCR 「Smells Like Milky Skin」
脚本・演出＝櫻井智也

5月12日㈬～16日㈰

出演＝奥田洋平 佐賀モトキ 澤唯 堀靖明 加藤
美佐江他 〈4000円 学生2000円〉 14日2時／7時
15日2時・6時 16日2時 他7時開演 ザ・スズナ
リ
※7回【東京】
トツゲキ倶楽部 「ライライライ！」
5月12日㈬～16日㈰
脚本＝飛葉喜文 演出＝横森文
出演＝トツゲキ倶楽部他 〈4000円 高校生以下
1000円〉 12日2時／6時20分 13日7時 14日2時
／7時 15日2時／5時 16日2時開演 「劇」小劇場
※8回【東京】
劇団競泳水着 「夜から夜まで」
5月12日㈬～16日㈰
脚本・演出＝上野友之
出演＝飯阪翔 以織 江益凛 太田旭紀 加茂井彩
音他 〈4000円 25歳以下2800円〉 14・15日2時／
7時 16日5時 他7時開演 駅前劇場
※7回【東京】
劇団水色革命 「兄さん、死んでくれぇ！」
5月12日㈬～16日㈰
脚本・演出＝MARU
出演＝岩井杏加 松井珠紗 マツダヒロエ 西内琢

馬 救 世 忍 者 乱 丸 他 〈S 席 7000 円 A 席 5500 円
自由席5000円 学生3500円〉 14日2時／7時 15
日1時／6時 16日12時／5時 他7時開演 新宿ス
ターフィールド
※8回【東京】
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爆走おとな小学生 「サイキック学園〜青春超能力

橘りょう他 〈S席12000円

脚本・演出＝加藤光大

開演

バトル〜」

5月12日㈬～16日㈰

出演＝高田舟 川上千尋 白沢かなえ 安齋由香里
菖蒲まりん他 〈S席13000円 A席7300円〉 12日5
時30分 16日12時／4時30分 他12時30分／5時30
分開演

こくみん共済 coop ホール／スペース・

ゼロ
※当公演は下記にて公演有り。

※9回【東京】

▼5月22日㈯・23日㈰ 〈S席13000円 A席7300円〉
22日1時30分／6時30分 23日12時／4時30分開演
こまつ芸術劇場・うらら

劇団ロオル 「夜半の月」
脚本・演出＝本山由乃

※4回【石川】

5月12日㈬～16日㈰

出演＝寺田結美 宮本京佳 梶原航 本山由乃 本
多一夫 〈4000円 配信チケット2000円〉 14・15
日1時／6時

16日1時

他6時開演

小劇場 楽園

※7回【東京】

Pカンパニー 「雨が空から降れば」
5月12日㈬～16日㈰
脚本＝別役実 演出＝林次樹
出演＝福井裕子 林次樹 水野ゆふ 一川靖司 宮
川知久他 〈5500円 シニア4500円 25歳以下3500
円〉 12日7時 16日2時 他2時／7時開演 シア
ターグリーン BOX in BOX THEATER
※8回【東京】
株式会社オラクルナイツ 「人狼 ザ・ライブプレイ
ングシアター」
5月12日㈬～17日㈪
脚本・演出＝池永英介
出演＝池永英介 石井由多加 いと 太田清伸 高
地真吾他 〈7000円 ニコ生中継1840円〉 12日6時
45分 15・16日1時／6時 17日2時 他2時／6時
30分開演 シアターサンモール
※10回【東京】
かまどキッチン 「海2」
5月12日㈬～18日㈫
脚本・演出＝児玉健吾
出演＝浦田すみれ 緒方壮哉 佐藤真喜子 松﨑義
邦 山田遥野 〈3500円 学生・25歳以下3000円
高校生1500円〉 1時／6時開演 13日休演 新宿眼
科画廊
※12回【東京】
劇団飛行船／映劇ライヴエンタテイメント 「饗宴
『茜さすセカイでキミと詠う〜絆〜』
」
5月12日㈬～18日㈫
脚本＝喜多村太綱 演出＝鄭光誠
出演＝千葉瑞己 佐藤友咲 杉江優篤 須永風汰
382

／7時

15・16日1時／6時

CBGKシブゲキ!!

A席8000円〉 14日2時
18日1時／5時

他7時

※11回【東京】

明日は、寝たくない 「花は窓」
脚本・演出＝坂本沙季

5月13日㈭～16日㈰

出演＝石川朝 板崎泰帆 二木凜歌 〈3000円 学
生2500円〉 13日6時 他1時／6時開演 ひつじ座

※7回【東京】

take in 〜stack up comedy〜 「Do it !」
脚本・演出＝斉藤武志
出演＝髙橋隆一 三島木優人

5月13日㈭～16日㈰

髙橋凱揮

新井克至

山﨑由子他 〈4000円〉 13日7時 14日2時／7時
15日2時／6時 16日2時開演 ウッディシアター中
目黒

ニサンカタンソ 「social

※6回【東京】

D」
5月13日㈭～16日㈰

脚本・演出＝松井カズユキ
出演＝佐野夏緒 菅野奈都美 鈴木はるか 田中里
実 髙坂汐里他 〈3500円 25歳以下3000円〉 16
日1時／5時 他2時／7時開演 北千住BUoY
※8回【東京】
しむじゃっく 「楽屋〜流れ去るものはやがてなつ
かしき〜」
5月13日㈭～17日㈪
脚本＝清水邦夫 演出＝おしうみあゆみ
出演＝片山歩美 白野熊子 やまおきあや 米山涼
香 〈3000円 配信チケット2000円〉 13日7時30分
14 日 3 時 ／ 7 時 30 分 17 日 2 時 他 2 時 ／ 6 時 開 演
新中野ワニズホール
※8回【東京】
24/7lavo 「超ではない能力」 5月13日㈭～17日㈪
脚本＝ブラジリィー・アン・山田 演出＝池田智哉
出演＝田中園子 寺園七海 平井泰成 安藤悠馬
甲斐優風汰他 〈3300円 22歳以下2000円 18歳以
下1500円〉 15・17日2時／7時 16日2時 他8時
開演 新宿シアター・ミラクル
※7回【東京】
演劇集団Ring-Bong 「みえないランドセル」
5月13日㈭～23日㈰

脚本＝山谷典子 演出＝藤井ごう
出演＝寺田路恵 水野あや 飯田邦博 山口雅義
辻輝猛他 〈4000円 25歳以下3000円〉 13・19日7
時 15・16・22日12時／5時 20日2時／7時 他2
時開演 こまばアゴラ劇場
※15回【東京】

演劇年鑑 2022

倉山の試み 「盆栽Ⅰ」
脚本＝小路紘史
出演＝田中陸

5月13日㈭～23日㈰

演出＝倉本朋幸

伊藤歌歩

舘野将平

林加奈子

武

田祐一他 〈3500円〉 13・17日6時30分 15・16・
23日12時／3時 22日12時／3時／6時30分 他2時
／6時30分開演 下北沢・スターダスト

※21回【東京】

劇団東演 「血を売る男」

脚本・演出＝松本祐子
出演＝豊泉由樹緒 能登剛
65歳以上4000円

22～25・27日2時

5月13日㈭～27日㈭
南保大樹 〈4500円

25歳以下2500円〉 15～17・19・
他7時開演

東演パラータ

※15回【東京】

ENGISYA THEATER COMPANY 「演氣者塾
ショートステージ 5/14」
5月14日㈮
脚本・演出＝大村未童
出演＝大地葵

宮谷翠

大村未童

ほう夏子

中村

蓮他 〈1500円 オンライン配信チケット1000円〉
7時開演 KISYURYURI THEATER ※1回【東京】
ENTER TOP 「遥かなる希望の地平線―喜劇王
暗殺指令―」
5月14日㈮～16日㈰
脚本＝長嶺英貴 演出＝稲森誠
出演＝稲森誠 上野貴彦 内田竜輔 斜あゐり 慶
雲 NowhereMan他 〈3500円 高校生以下2500
円〉 14日7時 他1時／6時開演 シアターOM
※5回【大阪】
劇団水底譚 「星はらい星たべ星あつめ」
5月14日㈮～16日㈰
脚本・演出＝紗々公
出演＝西奥瑠菜 野村桃子 徳重美彩子 〈1500円
1300円〉 7時開演 HELLO GARDEN
※3回【千葉】
水族館劇場 「アントロポセンの空舟」
5月14日㈮～31日㈪
脚本・演出＝桃山邑
出演＝千代次 秋浜立 臼井星絢 七ツ森左門 松
林彩他 〈4500 円〉 7 時開演 17 ～ 19・24 日休演
臨済宗建長寺派宗禅寺第二駐車場特設野外儛臺・虹
の乾坤
※14回【東京】
劇団
「石」「アルジャーノンに花束を」 5月15日㈯
原作＝ダニエル・キイス 脚色＝菊池准 演出＝堀
田清
出演＝大迫旭洋 邑木みほ 榮亮一 西山広成 石

川雅道他 〈3000円〉 2時開演

ホーム夢ホール（熊本市民会館）

市民会館シアーズ

※1回【熊本】

BALBOLABO配信専用演劇 「青春オカルト探偵
5月15日㈯
安楽さんが、征く！！」
ゆ

脚本・演出＝オカモト國ヒコ
出演＝西村こころ 谷屋俊輔
希子

羽田野裕美

VAZE江坂

演

藤井愛

内田竜成他 〈配信チケット2200円〉 8時開

※1回【大阪】

現代時報 「カラフル」

脚本・演出＝榊原明徳
出演＝新沼温斗 畠山凌

5月15日㈯・16日㈰
才川ゐず季

小山内綾音

河村睦他 〈1200円 大学生・専門学生800円 高
校生以下500円〉 15日2時／6時 16日11時／3時
開演

盛岡劇場・タウンホール

※4回【岩手】

劇団BDPミュージカル 「彼女たち」
5月15日㈯・16日㈰

脚本＝嶽本あゆ美 演出＝中沢千尋 作曲＝薮内智
子
出演＝上原咲季 植田温子 城樂七海 木谷仁美
城 樂 優 海 他 〈5000 円 〉 1 時 ／ 5 時 開 演 光 が 丘
IMAホール
※4回【東京】
株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング
「LUXE」
5月15日㈯～17日㈪
脚本・演出＝原田諒 演出＝尾上菊之丞
出演＝髙橋大輔 荒川静香 柚希礼音 平原綾香
福 士 誠 治 他 〈 ス ー パ ー ア リ ー ナ 席 38000 円 ア
リーナ席26000円 スタンド席12000円 車椅子（ア
リーナ）席18000円〉 17日1時30分／6時30分 他
12時／5時開演 横浜アリーナ
※6回【神奈川】
WizArt 「Jet Ghoster―ジェット・ゴースター―」
5月15日㈯～17日㈪
脚本・演出＝長谷川直輝
出演＝Umi Kyoka 横道侑里 藤井志帆 一条れ
い み 他 〈 プ レ ミ ア ム 席 5000 円 自 由 席 4500 円
アーカイブ視聴3000円〉 2時30分／7時開演 武蔵
野芸能劇場
※6回【東京】
劇団キンダースペース 「女たちの自負『罠』
『語られ
ざるもの』」
5月15日㈯～23日㈰
脚本＝テネシー・ウィリアムズ 演出＝江原吉博
原田一樹
出演＝小林もと果 古木杏子 中根瑠理 内田尋子
宮西徹昌 〈3300円 大学・専門学校・演劇養成所
生 徒 2000 円 高 校 生 以 下 1500 円 〉 15・22 日 6 時
383
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17・19・21日7時

22日2時

ダースペース・アトリエ

他3時開演

劇団キン

※12回【東京】

2021舞台「Another lenz」製作委員会 「Another
lenz」
5月15日㈯～23日㈰
脚本・演出＝磯貝龍乎
出演＝太田将熙

菊池修司

碕理人

北澤早紀

伊

崎龍次郎他 〈8300円 7300円 配信チケット5000
円〉 15日6時 16・22日1時／6時 21日2時／7時

23日12時／4時 他7時開演 20日休演 新宿FACE
※12回【東京】
六本木トリコロールシアター／サードステージ 「ア

カシアの雨が降る時」
脚本・演出＝鴻上尚史

5月15日㈯～6月13日㈰

出演＝久野綾希子 前田隆太朗 松村武 〈6800
円〉 16日6時 19・26・2・9日2時 22・23・29・
30・5・6・13日1時 27日2時／7時
時

他7時開演

12日1時／6

17・24・31・7日休演

リコロールシアター

六本木ト

※27回
（14回／13回）
【東京】

Nakatsuru Boulevard Tokyo 「おかめはちもく」
5月16日㈰～23日㈰
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝田邉淳一 村上隆文 小飯塚貴世江 岩井七
世 桝田幸希他 〈5300円 生配信チケット3000
円〉 19・21・22日2時／7時 23日2時 他7時
開演 サンモールスタジオ
※11回【東京】
劇団120◯EN 「椅子語り―ep.01 電話交換室の椅
子の話―」
5月17日㈪
脚本・演出＝清野和也
出演＝押切ミチル 清野和也 齋藤勝之 〈500円
高校生以下120円〉 7時開演 こむこむ・わいわい
ホール
※1回【福島】
CROWNS 「蝶の筆」
5月17日㈪～23日㈰
脚本・演出＝小田竜世
出演＝塩崎こうせい 末原拓馬 大野清志 竹石悟
朗 小山洋平他 〈5000円 18歳以下1000円〉 21・
22日1時／6時 23日2時 他6時開演 王子小劇場
※9回【東京】
大江戸ワハハ本舗・娯楽座 「ミュージカル

魑魅

魍魎ガンダラマンダラ西遊記」 5月18日㈫・19日㈬
脚本・演出＝喰始 脚本＝山崎洋平
出演＝観月ゆうじ コースケ☆原澄人 村本准也
噛家坊 哀原友則他 〈4500円〉 18日7時 19日2
時／7時開演 駅前劇場
※3回【東京】
384

Peachboys 「半勃ニョッキ」 5月18日㈫～23日㈰
脚本・演出＝DJ Bokky a.k.a クソ旦那
出演＝GO

KYOKYO

KYOSUKE

つつじあゆこ

根本こずえ他 〈3500円〉 21日2時／7時 22日1
時／5時 23日3時 他7時開演 シアター711
※8回【東京】
ViStar PRODUCE 「引き結び 紬ぎ結ぶは時間
の糸」
5月19日㈬～23日㈰
脚本＝湯口智行 演出＝田淵晃基
出演＝泉キリア 岡教寛 大島みふき
斉藤未来他 〈8000 円
21・22日2時／7時

ルBONBON

5500 円

亀井理那

4000 円〉 他 7 時

23日12時／4時開演

テアト

※8回【東京】

フリスティエンターテインメント 「ミライは僕等
の手の中」
5月19日㈬～23日㈰
脚本・演出＝江戸川崇
出演＝広沢麻衣

平原ゆか

津田幹土

尾崎礼香

小林未往他 〈5500円〉 21・22日2時／7時 23日1
時／5時 他7時開演 シアターKASSAI
※8回【東京】
Superb Sick Squad 「Princess is dead♡」
5月19日㈬～23日㈰
脚本・演出＝朱木雀空
出演＝大河原生純 青木愛 田中沙季 太田彩佳
奥平富美香他 〈4500円〉 21日2時／6時 23日1
時 他6時開演 千本桜ホール
※6回【東京】
なかないで、毒きのこちゃん 「あの娘みゅ〜ん」
5月19日㈬～23日㈰
脚本・演出＝鳥皮ささみ
出演＝猪股和磨 植田祥平 田村優依 森田ガンツ
吉田壮辰他 〈4000円 23歳以下2500円 18歳以下
1500円〉 21・22日2時／7時 23日1時／6時 他7
時開演 ザ・スズナリ
※8回【東京】
イベント企画OZ 「ラビビト」 5月19日㈬～23日㈰
脚本・演出＝白柳力
出演＝小林亜実 釜野真希 加藤圭貴 池田明日香
じろう他 〈5000円 3800円〉 22日1時／6時 23
日12時／4時 他2時／7時開演 萬劇場
※10回【東京】
四国学院大学 「義経記 REMASTER」
5月19日㈬～23日㈰
脚本・演出＝西村和宏
出演＝大瀬戸正宗 大平峻世 小林明葉 田中まみ
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山西伶奈他 〈1000円
日2時

大学生以下500円〉 22・23

四国学院大学ノトススタジオ

他7時開演

※5回【香川】

タチ・ワールド 「I DO! I DO!」
5月19日㈬～23日㈰
脚本＝トム・ジョーンズ

演出＝勝田安彦

作曲＝

ハーヴィー・シュミット
出演＝宮内良 宮内理恵 〈6600円〉 19日7時 21

日2時／6時 他2時開演 シアターグリーン BOX
in BOX THEATER
※6回【東京】

藤安多音他 〈3500円

22歳以下2000円

下無料〉 22日2時／6時
開演

高校生以

23日12時／4時

スタジオ「HIKARI」

他6時

※6回【神奈川】

兎団 「精神を病んでしまった少女の話〜朱夏編〜」
5月20日㈭～24日㈪

脚本＝能登千春

演出＝斉藤可南子

出演＝斉藤可南子 松尾武志 柳橋龍 佐藤天衣
初山ほのか他 〈2000円 配信1500円〉 22日2時／
7 時 23 日 1 時 ／ 8 時
兎亭

24 日 7 時

他 7 時 30 分 開 演
※7回【東京】

ミュージカル座 「踊る！埼玉」

シアターキューブリック 「幸せな孤独な薔薇」

脚本＝ハマナカトオル

脚本＝田嶋ミラノ

5月19日㈬～23日㈰
演出＝中本吉成 作曲＝

tak
出演＝ミュージカル座 〈OEN 席 12000 円 SS 席
8500円
／6時

S席7000円

23日1時

A席6000円〉 22日12時30分

他6時開演

戸田市文化会館

※6回【埼玉】

座キューピーマジック 「ムーンライト・セレナー
デ 田窪一世オリジナルヒューマンコメディ！」
5月19日㈬～23日㈰
脚本・演出＝田窪一世
出演＝豊島歩 河合雪絵 鶴屋紅子 吉永薫 小林
藍子他 〈4000円〉 20・22日2時／7時 23日12時
／4時 他7時開演 「劇」
小劇場
※8回【東京】
ノックノックス 「シンデレラ」
5月20日㈭～22日㈯
脚本・演出＝ヤストミフルタ
出演＝藤谷みき 藤田奈那 松永玲子 〈配信チ
ケット3000円〉 20日7時 21日2時／7時 22日2
時／6時開演 お茶の水ホワイトチャペルホール
※5回【東京】
しむじゃっく 「誰も死なない」
5月20日㈭～23日㈰
脚本＝刈馬カオス 演出＝杉山純じ
出演＝植松りか 菊地奈緒 冴島學 坪和あさ美
杉山純じ他 〈3000円 配信チケット2000円〉 20
日7時30分 21日3時／7時30分 他2時／6時開演
新中野ワニズホール
※7回【東京】
乙戯社×ワイルドバンチ演劇団 「喪服、緋色の。」
5月20日㈭～23日㈰
脚本＝いちかわとも 演出＝古田龍
出演＝竹之内勇輝 塘孔明 日比のどか 酒井優花

5月20日㈭～26日㈬
演出＝緑川憲仁

出演＝片山耀将 奥山静香 千田剛士 鈴木研 眞
実他 〈5000円 ライブ配信4000円〉 21・24日2時
／7時30分
30分開演

22・23日1時／5時

浅草九劇

26日5時

他7時

※11回【東京】

Studio Life 「VAMPIRE LEGENDS」
5月20日㈭～30日㈰
脚本・演出＝倉田淳
出演＝松本慎也 山本芳樹 曽世海司 緒方和也
大村浩司他 〈6500円 学生3000円 高校生以下
2000円〉 22・29日1時／6時 23・30日1時 26日
2時／7時 他7時開演 24日休演 ウエストエンド
スタジオ
※13回【東京】
芝居処華ヨタ 「僕らが歌をうたう時【無観客配信公
演】
」
5月21日㈮～23日㈰
脚本＝宮本研 演出＝内田達也
出演＝北野秀気 楠木健吾 近藤輝一 あおさぎ
りょう 矢野渡来偉他 〈3500円 22歳以下2500円
高校生以下1000円〉 21日3時／6時 他11時30分
／3時／6時開演 in→dependent theatre 1st
※8回【大阪】
大駱駝艦 「Crazy Camel Garden」
5月21日㈮～23日㈰
脚本・演出＝麿赤兒
出演＝麿赤兒 村松卓矢 田村一行 高桑晶子 鉾
久奈緒美他 〈5000円 障害者4500円 25歳以下
3000円〉 7時開演 東京都庭園美術館・芝庭

※3回【東京】

B子 「水素旅行」
5月21日㈮～23日㈰
脚本・演出＝B子
出演＝B子 〈2500円〉 23日2時 他2時／7時開演
385
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新宿眼科画廊

※5回【東京】

大江戸WAHAHA本舗・娯楽座 「大江戸怪奇大作

戦」
5月21日㈮～23日㈰
脚本・演出＝喰始 脚本＝山崎洋平
出演＝観月ゆうじ 村本准也 噛家坊 哀原友則
星川桂他 〈4500円〉 21日7時
時

23日12時30分／5時開演

22日1時30分／6

駅前劇場
※5回【東京】

劇団唐組 「ビニールの城」
脚本・演出＝唐十郎
出演＝久保井研

5月22日㈯～30日㈰

演出＝久保井研

稲荷卓央

藤井由紀

※当公演は下記にて公演有り。

▼6月12日㈯～14日㈪ 〈4000円 学生3300円
ども2000円〉 14日7時 他6時開演 湊川公園

子
※

学生3300円

子

みちとさせ 「みちとさせのおしばい」

3回【兵庫】
▼6月19日㈯・20日㈰ 〈4000円

脚本＝目崎剛
『転生したい』 久保磨介
『19階建て、

い広場

5月21日㈮～23日㈰

踊り場』 演出＝奥田悟史
出演＝川勾みち 佐瀬ののみ

ふなきみか 〈3000

円 配信チケット2500円〉 21日7時30分 他1時
30分／6時開演 アトリエ5-25-６
※5回【東京】
小松台東 「てげ最悪な男へ」 5月21日㈮～30日㈰

脚本・演出＝松本哲也
出演＝小園茉奈 瓜生和成 今村裕次郎 松本哲也
青野竜平他 〈3800円 学生2000円 高校生以下
1000円〉 22・29日2時／6時 23・30日2時 26・
27日2時／7時 他7時開演 24日休演 三鷹市芸術
文化センター・星のホール
※13回【東京】

SEPT ppn 「Re Animation ReUnion｜ReVise」
5月21日㈮～30日㈰
脚本＝杉浦タカオ 演出＝ウチクリ内倉
出演＝佐香智久 MiA ピコ 綾野ましろ 沖侑果
他 〈7000 円 〉 22・23・26・28・29 日 2 時 ／ 6 時
30日12時30分／5時 他6時開演 こくみん共済
coop ホール／スペース・ゼロ
※15回【東京】
白虹劇団 「サオリの国のアリス」
5月22日㈯・23日㈰
脚本・演出＝鶴川里香 作曲＝マツモトイワキ
出演＝尾見涼哉 〈プレミア席5500円 自由席4500
円 配信（アーカイブ）2000円〉 11時／2時30分／
6時開演 アトリエファンファーレ高円寺
※6回【東京】
劇団La Binnac 「諸戸祐生 闇黒芝居 四部作『価
値』
『無題』
『手紙』
『少年』
」
5月22日㈯・23日㈰

脚本・演出＝諸戸祐生 演出＝西澤由美子 井伏銀
太郎
出演＝千葉航平 五浄壇 西澤由美子 諸戸祐生
〈2300円〉 2時／6時開演 Quarter Studio
※4回【東京】
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福原由加里

加藤野奈他 〈4000円 学生3300円 子ども2000
円〉 6時開演 25～27日休演 下北線路街・空き
地
※6回【東京】

ども2000円〉 6時開演
※2回【長野】

長野市城山公園・ふれあ

学園座ラジオドラマ企画 「少年ラヂオ」
脚本＝成井豊

隈部雅則

5月25日㈫
演出＝野口萌花

出演＝学園座 〈無料配信〉 12時開演

関西大学

※1回【大阪】

Human Market 「KASUGA」5月25日㈫～30日㈰
脚本・演出＝菅野臣太朗
出演＝鎌田亜由美 福井利之 石塚みづき 新田え
み 船戸慎士他 〈5000円〉 29・30日11時／3時30
分／7時30分 他7時開演 28日休演 ライブハウ
スLantern
※9回【東京】
崖っぷちウォリアーズ 「極人」
5月25日㈫～30日㈰
脚本＝渡辺雄介 演出＝谷川功
出演＝すがおゆうじ 谷川功 菅原貴志 藍澤慶子
安 藤 紫 緒 他 〈S 席 6000 円 A 席 4500 円 配 信 チ
ケット3500円〉 27・28日2時／7時30分 29日1時
／ 6 時 30 日 12 時 ／ 5 時 他 7 時 30 分 開 演 サ ン
モールスタジオ
※10回【東京】
北村想+avecビーズ共同企画 「戯曲・アリス人形
館 春の夜」
5月25日㈫～30日㈰
脚本・演出＝北村想
出演＝北村想 二宮信也 〈3000円〉 28～30日2時
他7時開演 円頓寺Les Piliers
※6回【東京】
劇団桟敷童子 「獣唄2021―改訂版」
5月25日㈫～6月7日㈪

脚本＝サジキドウジ 演出＝東憲司
出演＝村井國夫 板垣桃子 原口健太郎 稲葉能敬
鈴木めぐみ他 〈4500円 学生4000円〉 27・28・1
～3日2時 29・30・5～7日1時 他6時開演 すみ
だパークシアター倉
※14回（7回／7回）
【東京】
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株式会社エンタグレーススターズ 「アフターウォー
ズ〜遥かなる星の変革〜」
脚本＝ひろたたけし

5月26日㈬～29日㈯

演出＝神山一郎

出演＝竹中直人 真京孝行 潮見勇輝 宮本英喜
前 畑 大 岳 他 〈S 席 8300 円 A 席 7300 円 自 由 席
6300円〉 28・29日1時30分／6時 他2時／6時30
分開演

野方区民ホール

※8回【東京】

※8回【東京】
劇団バルスキッチン 「青春フルスロットル」
脚本・演出＝前野祥希
出演＝中島拓人 白柏寿大

5月26日㈬～30日㈰

新田湖子

西原愛夏

湯本健一他 〈S席8000円 A席7500円〉 26日7時

他2時／7時開演 CBGKシブ
※9回【東京】

演劇制作体V-NET 「GK最強リーグ戦2021」

29・30日1時／6時
ゲキ‼

脚本・演出＝井保三兎

演劇企画ユニット劇団山本屋 「風を切れ2020」

演出＝小林大祐

出演＝大谷秀一郎

5月26日㈬～30日㈰
脚本＝小金丸大和

東野裕

尾山ねこ

井手知美

永長孝盛

金田央他 〈3500 円 4000 円 配信 1800 円 3000
円 〉 28・29 日 1 時 ／ 5 時 30 日 1 時 他 5 時 開 演
TACCS1179

※7回【東京】

ひなた旅行舎 「蝶のやうな私の郷愁」

5月26日㈬～30日㈰

脚本＝松田正隆 演出＝永山智行
出演＝多田香織 日髙啓介 〈3500 円 22 歳以下
2000円〉 27日2時／7時30分 29日2時／7時 30
日2時 他7時30分開演 こまばアゴラ劇場
※7回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼6月4日㈮・5日㈯ 〈2800円 22歳以下1500円〉
4日7時 5日2時開演 三重県文化会館 ※2回
【三
重】
劇団5454 「溢れる」
5月26日㈬～30日㈰
脚本・演出＝春陽漁介
出演＝及川詩乃 石田雅利絵 小黒雄太 窪田道聡
榊木並他 〈5000円 配信チケット2000円〉 26日6
時30分 30日1時／5時 他1時／6時30分開演 赤
坂RED/THEATER
※9回【東京】
劇団たいしゅう小説家 「Liquid」
5月26日㈬～30日㈰
脚本・演出＝八神蓮
出演＝紘毅 上杉輝 中﨑絵梨奈 吉村駿作 吉田
奈央他 〈6000円〉 27日 2 時 29 日 2 時／ 6 時 30
日12時／4時 他7時開演 萬劇場
※7回【東京】
エヌオーフォー No.4オリジナル音楽劇 「ガリレ

オ★CV」
5月26日㈬～30日㈰
脚本・演出＝堤泰之
出演＝安里勇哉 加藤良輔 三好大貴 三好大貴
難波なう他 〈7500円〉 26日7時 29日1時／6時
30日1時 他2時／7時開演 シアターサンモール

脚本・演出＝山本タク

5月26日㈬～6月1日㈫

出演＝橘龍丸 船岡咲 レノ聡 岩佐祐樹 田中宏
輝他 〈7500円 S席6500円 A席6000円〉 29・31

日1時／6時 30・1日12時／5時 他6時開演 ラ
ゾーナ川崎プラザソル ※11回（9回／2回）
【神奈川】
JACROW 「鋼の糸」

5月26日㈬～6月1日㈫

脚本・演出＝中村ノブアキ
出演＝小平伸一郎 芦原健介 谷仲恵輔 狩野和馬
今里真他 〈4300 円 40 歳以上 4000 円 25 歳以下
3500円〉 28・29日2時／7時 30・1日2時 他7時
開演 駅前劇場
※9回（8回／1回）
【東京】
劇団Brave Hearts NEW MUSICAL 「プロロー
グ」
5月27日㈭～30日㈰
脚本・演出＝小林隆徳 作曲＝縣政愛
出演＝早馬充 香取直登 大十繞真広 小出宏臣
学習院ひろせ他 〈S席6500円 A席5500円 学生
3500円〉 29日1時／6時 30日12時／5時 他7時
開演 中目黒キンケロ・シアター
※6回【東京】
Asia Xeed of K-FRONT 「星守りのスラム」
5月27日㈭～6月1日㈪
脚本＝速巳剛誌 尾﨑雅之 演出＝加賀真也
出演＝宮原華音 吉沢明歩 宮林実加 橘あるひ
綾垣静他 〈5000円〉 27・28日7時 1日1時 他1
時／7時開演 武蔵野芸能劇場・小劇場
※9回（8回／1回）
【東京】
LOGOTyPEプロデュース ミュージカル 「クロ
スフレンズ」
5月27日㈭～30日㈰
脚本＝麻草郁 演出＝酒井菜月

出演＝橋本愛奈 花房里枝 遠藤瑠香 仙葉由季
持田千妃来他 〈7000円 5500円〉 29日1時／6時
30日1時 他1時／6時30分開演 六行会ホール
※7回【東京】
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劇団うつろろ 「ブラックムーン」

出演＝君永佑太

脚本・演出＝越智良知

2500円〉 1時／6時開演

5月27日㈭～30日㈰

出演＝シゲキマナミ 村上美緒 鹿島涼 佐藤和
知久貴大 〈3000円〉 29日2時／6時 30日1時／5
時 他7時30分開演 阿佐ヶ谷アートスペース・プ
ロット

※6回【東京】

ぱすてるからっと 「BOXinBOX」

5月27日㈭～30日㈰

脚本・演出＝佐藤颯
出演＝柴田茉莉
も

小日向はる

熊谷美里

今井千華他 〈S席6500円

美月まり

A席5500円〉 30日

シアターグリーン
※8回【東京】

12時／4時 他2時／6時開演
BOX in BOX THEATER

アサルトリリィ×私立ルドビコ女学院 「シュベス
ターの祈り」

5月27日㈭～6月6日㈰

脚本・演出＝桜木さやか

演出＝林修司

出演＝宮瀬玲奈 中村裕香里 西本りみ 花奈澪
星守紗凪他 〈8800円〉 29・30・5日1時／6時 1・
3日1時 ／7時 6日12時 ／5時 他7時 開 演 シ ア
ターグリーン BIG TREE THEATER
※17回
（7回／10回）
【東京】
劇団短距離男道ミサイル 「みちのく超人伝説『北天
鬼神譚アクロオー阿弖流爲Z』Episode Final さ
らば愛しき人よ」
5月27日㈭～6月7日㈪
脚本・演出＝本田椋
出演＝小濱昭博 武長慧介 武者匠 齋藤拓海 本
田 椋 他 〈5500 円 4400 円 学 生 3400 円 〉 29・
30・3日3時／7時 5・6日11時／3時 7日3時 他
7時開演 31日休演 せんだい演劇工房10-BOX
※16回
（6回／10回）
【宮城】
ナッポスユナイテッド 「容疑者Xの献身」
5月28日㈮～30日㈰
脚本・演出＝成井豊
出演＝筒井俊作 多田直人 渡邊安理 木村玲衣
大内厚雄他 〈6800円〉 28日7時 29日1時／6時
30日1時開演 THEATRE1010
※4回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月10日㈯・11日㈰ 〈6800円〉 10日6時 11日
1時開演 兵庫県立芸術文化センター・中ホール
※2回
【兵庫】

ヌ

ー

ヴ

ォ

デ

パ

ー

ル

Y’s ExP. 「Nouveau Départ」
5月28日㈮～30日㈰
脚本・演出＝槙本擁
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日向川純一

松林禎他 〈4700円

4200円

渡辺咲季

佐野史歩

学生2000円

上野ストアハウス

配信

※6回【東京】

劇団ラパン雑貨ゝ 「となりのしばふはあおい」

5月28日㈮～30日㈰

脚本・演出＝山下哲平
出演＝羽根川洸太

真野未華

吉田菜都実

椎名亜

音 藤代海他 〈5000円 配信2500円〉 28日2時／7
時 29日1時／6時 30日1時開演 新宿シアター・

ミラクル

※5回【東京】

劇団words of hearts 「Once in a Lifetime」
脚本・演出＝町田誠也
出演＝袖山このみ 仲野圭亮
飛世早哉香他 〈3000円

5月28日㈮～30日㈰

蒔野未裕

西山杏華

25歳以下2000円

学生

1500円〉 28日7時30分 29日2時／6時 30日1時
／6時開演 生活支援型文化施設コンカリーニョ
※5回【北海道】
ちょっこりひょうきん島 「愛の宿 主任、ズボン
のチャック開いちゃってますよ。」
5月28日㈮～30日㈰
脚本＝竹田新 演出＝山口直子
出演＝田上大樹 なかやん 竹井京子 〈3500円
配信チケット2000円〉 28日6時30分 29日2時／6
時 30日1時／5時開演 ステージカフェ下北沢亭
※5回【東京】
朱の会 「Express―劇的 朗読世界」
5月28日㈮～30日㈰
作＝芥川龍之介 新美南吉 宮沢賢治 泉鏡花 岸
田國士 三浦哲郎 演出＝神由紀子
出演＝佐藤昇 木野しのぶ 玉木文子 吉田幸矢
中野順二他 〈3500円〉 28日7時 29日2時／6時
30日2時開演 中野スタジオあくとれ ※5回【東京】
anonet 「緊急避難」
5月28日㈮～31日㈪
脚本・演出＝ヒラノライセ
出演＝ナカモヱリ 加藤舞美 小松有彩 松尾理代
山平里穂 〈2500円〉 28・31日3時／7時 他2時／
6時開演 東中野バニラスタジオ
※8回【東京】
プロトテアトル 「ノクターン」
5月28日㈮～31日㈪
脚本・演出＝FOペレイラ宏一朗
出演＝小島翔太 豊島祐貴 香川由依 ガトータケ
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ヒロ

塗木愛 〈3000円

1000円〉 28日7時30分
演

ウイングフィールド

学生2500円

31日12時

高校生以下

他2時／7時開

※6回【大阪】

劇団カルミア無観客配信 「ほころび」 5月29日㈯
脚本・演出＝惺香 どん☆
出演＝しゅく

久野栞

〈500円〉 5時開演

小室奏絵

山形市民会館

百景社 「Le Petit Prince

惺香

どん☆

※1回【山形】

星の王子さま」
5月29日㈯・30日㈰

原作＝アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ
出＝志賀亮史

演

出演＝山本晃子 鬼頭愛 〈2000円 22歳以下1500
円〉 29日2時／7時 30日2時開演 津あけぼの座

※3回【三重】

劇団シアターホリック 「幸福論」

5月29日㈯・30日㈰

脚本・演出＝松島寛和
出演＝山田紫織 吉永遥香 柴千優 齊藤桃子 な
かひらはな他 〈3000円 学生2500円〉 29日7時
30日2時開演 OFF OFFシアター
※2回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月10日㈯・11日㈰ 〈3000円 学生2500円〉 10
日7時 11日2時／7時開演 シアターねこ ※3回
【愛媛】
▼7月31日㈯・8月1日㈰ 〈3000円 学生2500円〉
31日7時 1日2時／7時開演 蛸蔵 ※3回【高知】
feather stage 「THE END OF 通勤急行大爆破」
5月29日㈯～6月6日㈰
脚本・演出＝細川博司
出演＝星希成奏 横道侑里 永吉明日香 草場愛
沖田桃果他 〈6500円〉 31～4日2時／7時 他1時
／6時開演 2日休演 シアターKASSAI
※16回（6回／10回）
【東京】
劇団森 「金の切れ目が時間の切れ目」
5月29日㈯・6月29日㈫・7月31日㈯
脚本・演出＝前田愛佳
出演＝秋葉彩弓 阿部有那 雨宮ひかる 樫村昇汰
カシワ他 〈無料配信〉 8時開演 早稲田小劇場ど
らま館
※3回（1回／1回／1回）
【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「Rookie Th
eater Live」
5月31日㈪～6月6日㈰
脚本・演出＝大村未童 演出＝大地葵 中村蓮 久
留飛雄己

出演＝中村蓮

岡田夏輝

由佳他 〈1800円
2時

高畠佑一朗

他2時／7時開演

小松

4日

KISYURYURI THEATER

※11回（1回／10回）
【東京】

劇団東京乾電池 「受付」

脚本＝別役実

凱世

配信1500円〉 31・2日7時

演出＝柄本明

5月31日㈪～6月6日㈰

出演＝柄本明 吉橋航也 柴田鷹雄
〈3000円〉 3時開演 アトリエ乾電池

矢戸一平

※7回（1回／6回）
【東京】

株式会社atlas 「楽屋―流れ去るものはやがてな
つかしき―」

5月31日㈪～6月13日㈰

脚本＝清水邦夫 演出＝佐藤アツヒロ
出演＝伊勢大貴 瀬戸祐介 照井健仁

星元裕月

〈7000 円 〉 31・1 日 6 時 30 分 5・8・10・12 日 2 時
／6時30分 他2時開演 9日休演 浅草九劇

※17回（1回／16回）
【東京】

６月
出演T-works 「THE Negotiation：Returns」
6月1日㈪～6日㈰
脚本・演出＝村角太洋
出演＝三上市朗 丹下真寿美 山崎和佳奈 森下亮
ボブ・マーサム他 〈4000円〉 4日2時／7時 5日1
時／6時 6日1時 他7時開演 サンモールスタジ
オ
※8回【東京】
アイビス・プラネット 「ジャングルジャングル3」
6月2日㈬～6日㈰
脚本＝扇田賢 望月清一郎 演出＝小岩崎小恵 野
口オリジナル 登紀子
出演＝小岩崎小恵 野口オリジナル 今井孝祐 岩
佐祐樹 大野清志他 〈配信3000円〉 8時開演 配
信スタジオ
※5回【東京】
兎座 「牛乳の唄」
6月2日㈬～6日㈰
脚本・演出＝藤原珠恵
出演＝小林愛里 平井亜矢子 藤原珠恵 古川奈苗
松本みゆき他 〈4300円〉 3日2時／7時 5日1時
／5時 6日1時 他7時開演 小劇場B1
※7回【東京】
ベニバラ兎団 「脳漿炸裂ガール2〜俗物奇行〜An

archy in the Journey 」
6月2日㈬～6日㈰
脚本＝川尻恵太 演出＝IZAMANIAX
出演＝ベニバラ兎団 〈8900円 6500円〉 5日1時
／5時30分 6日12時／3時 他6時30分開演 六行
会ホール
※7回【東京】
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JUNK！ 「僕の初恋は幽霊」

脚本・演出＝勝海裕
出演＝石川奈波

市川フー

6月2日㈬～6日㈰
内田翔太

大倉安奈

大津澄怜他 〈4500円 リモート券2000円〉 6日12
時／4時 他2時／7時開演 萬劇場 ※10回【東京】
amipro 「剣が君―残桜の舞―」

6月2日㈬～6日㈰

脚本・演出＝浅井さやか

日12時／4時

他2時／6時開演

新宿村LIVE

※7回【東京】

藤一色 「ちぐうはぐう」
6月3日㈭～6日㈰
脚本＝遠藤遥風 演出＝加藤広祐
出演＝遠藤遥風 藤屋安実 藤澤サトシ 藤松優

〈3000円

高校生以下50円〉 3日4時／7時

／4時／7時

出演＝浜浦彩乃 櫻井圭登 反橋宗一郎 秋沢健太
朗 谷佳樹他 〈10300円〉 2日6時 5日1時／5時

劇団Lobo 「ダッド サッド メタルバット」

coop ホール／スペース・ゼロ

脚本・演出＝渡邉ヨシヒロ

6日12時／4時

他2時／6時開演

こくみん共済

※9回【東京】

ACTMENT PARK 「From Broadway with

Love〜ブロードウェイより、愛を込めて〜」
6月2日㈬～6日㈰
脚本・演出＝岡本一馬
出演＝七瀬りりこ

作曲＝津村友華

清水美也子

ラリソン彩華

花

陽 み く 豊 永 阿 紀 他 〈S 席 7300 円 A 席 5800 円
オンラインチケット5000円〉 4日1時／7時 5日1
時／6時 6日12時／5時 他7時開演 CBGKシブ
ゲキ‼
※8回【東京】

他1時

6日1時／4時開演 王子スタジオ1
※10回【東京】

6月3日㈭～6日㈰

出演＝棚田満 小林由香 堀内浩水 前田叶愛 小
原アルト他 〈2500円〉 5日2時／6時 6日1時／5
時

他7時30分開演

演劇専用小劇場BLOCH
※6回【北海道】

ミュージカル座 「ボードビル」 6月3日㈭～6日㈰

脚本・演出＝ハマナカトオル 作曲＝宮﨑誠
出演＝ミュージカル座 〈11000円 5500円〉 3
日6時30分 4日2時／6時30分 5日1時／5時30分
6日2時開演 光が丘IMAホール
※6回【東京】

山脇辰哉の企画 「明けまして、おめでたい人」
6月2日㈬～7日㈪
脚本・演出＝山脇辰哉
出演＝山脇辰哉 森川色 秋元龍太朗 斉藤天鼓
齋藤拓海他 〈3500円〉 2日7時 他2時／7時開演
下北沢・スターダスト
※11回【東京】

東京タンバリン 「その前」
6月3日㈭～7日㈪
脚本・演出＝高井浩子
出演＝森啓一朗 遠藤弘章 青海衣央里 萩原美智
子 井 上 薫 〈3000 円 〉 4 日 11 時 ／ 4 時 5 日 3 時
6日11時／3時 他4時開演 高架下空き倉庫
※7回【東京】

ナイスコンプレックス 「フリーカル『YAhHoo!!!!』
2021」
6月3日㈭～6日㈰
脚本・演出＝キムラ真
出演＝柏木佑介 浅倉一男 富田麻帆 三上俊 松
本寛也他 〈10000円 6500円〉 3日2時／6時30分
4 日 2 時／ 7 時 5 日 1 時／ 6 時 6 日 12 時／ 4 時開演
シアターサンモール
※8回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 6 月 12 日 ㈯・13 日 ㈰ 〈6500 円 指 定 席 4000 円
高校生以下1000円〉 12日2時／6時30分 13日11
時／3時開演 チームスマイル・いわきPIT ※4
回
【福島】

隣屋 「オイディプス／コロノスのオイディプス」
6月3日㈭～8日㈫
原作＝ソポクレス 演出＝三浦雨林
出演＝永瀬泰生 川隅奈保子 矢部祥太 松橋和也
杉山賢他 〈2500円〉 3・4日6時30分 8日12時／
4時 他2時／6時30分開演 こまばアゴラ劇場
※10回【東京】

株式会社ファーストピック 「ワタシタチのキョリ」
6月3日㈭～6日㈰
脚本・演出＝深井邦彦
出演＝後藤萌咲 久代梨奈 ゆめ真音 平瀬美里
廣澤恵他 〈S席9000円 A席6500円〉 3日6時 6
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株式会社WARE 「第６回いきなり本読み！」
6月4日㈮
脚本・演出＝岩井秀人
出演＝岩井秀人 仲野太賀 猪股俊明 後藤剛範他
〈5500円〉 7時開演 ユーロライブ
※1回【東京】
劇団☆kocho 「陰陽の華」
6月4日㈮
脚本・演出＝桜さがみ
出演＝ふう みんと もか 朝獣ぽた しょーじ他
〈1500円〉 7時開演 吹田市文化会館・メイシア
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ター・小ホール

※1回【大阪】

あかりのプロダクション 「ゲキ×カフェ vol.６―

manuで演劇やるってよ―」
6月4日㈮～6日㈰
脚本・演出＝＝有門正太郎 田坂哲郎 大迫旭洋
脚本＝藍川夢菜 演出＝後藤香
出演＝森淑乃

林和香奈

相田蘭

川夢菜他 〈2000円〉 4日6時30分
30分開演 manucoffeeクジラ店
劇団夢み月

牧野ひかり

藍

他11時／6時
※5回【福岡】

ピースオブケイキ【無観客公演】

脚本・演出＝阿部倫士

6月4日㈮～6日㈰

出演＝内田敬宏 板頭我矩 西川航平 山蔦千尋
松岡彩渚他 〈3000円 25歳以下2000円 配信1800

円〉 4日6時 5日1時／6時 6日12時30分／5時開
演 studio ZAP!
※5回【東京】
演劇集団あしたかぜ 「しみったれたお前らには愛

をやろう2021」
6月4日㈮～6日㈰
脚本＝つぼさかまりこ 演出＝演劇集団あしたかぜ
出演＝阿矢 出本雅博 平山ゆず子 江戸ハレ つ
ぼさかまりこ 〈2000円〉 4日7時 5日1時／4時
30分／7時 6日1時／4時30分開演 スタジオガリ
バー
※6回【大阪】
パンチェッタ 「声」
6月4日㈮～6日㈰
脚本・演出＝一宮周平
出演＝佐藤竜 新行内啓太 一宮周平 〈2500円
配信1000円〉 4日7時 5日1時／6時 6日1時／5
時開演 OFF OFFシアター
※5回【東京】
全力演劇 「山形ワンコイン演劇祭W〜1本観たら
もう1本。二つで一つの公演さ〜」
6月4日㈮～6日㈰
脚本・演出＝演劇プロジェクト全力演劇
出演＝全力演劇 演劇集団AZ 演劇ユニット41×
46 劇団ジョゼ アトランダム他 〈1000円〉 4日
7時30分 5日2時30分／4時30分／6時30分／8時
30分 6日12時30分／2時30分／4時30分開演 山
形市民会館
※8回【山形】
ニッポン放送／ニッポン放送プロジェクト 「スマ
ホを落としただけなのに」
6月4日㈮～6日㈰

脚本・演出＝横内謙介
出演＝辰巳雄大 浜中文一 早川聖来 佐藤永典
原田龍二他 〈9000円〉 4日6時 他12時／4時30
分開演 松下IMPホール
※5回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。

▼6月9日㈬～14日㈪ 〈9000円〉 9日6時
時30分／6時
分開演

12・13日12時／4時30分

日本青年館ホール

※9回【東京】

10日1

他1時30

劇団スーパー・エキセントリック・シアター 「蟻
地獄」
6月4日㈮～10日㈭

脚本・演出＝板倉俊之

出演＝髙橋祐理 天野浩成 向井葉月 古賀瑠 向
清太朗他 〈10500円 8800円〉 4日6時30分 7日
2時 9日2時／6時30分 10日1時
演 よみうり大手町ホール

他1時／6時開
※11回【東京】

演劇実験室◎万有引力 「青森県のせむし男―寺山

演劇の原点に隠された劇！劇！劇！―」
6月4日㈮～13日㈰
脚本＝寺山修司
出演＝髙田恵篤

演出＝J・A・シーザー
伊野尾理枝 小林桂太 木下瑞穂

飛永聖他 〈5500円
3時

ナリ

高校生以下3000円〉 6・13日

7・9・12日2時／7時

他7時開演

ザ・スズ

※13回【東京】

紙魚 「人間、の声」
「サロメ」
「チロルの秋」
6月5日㈯・6日㈰
脚本・演出＝紙魚
出演＝紙魚 〈800円〉 5日6時30分／8時30分 6
日3時開演 レンタルスペース＋カフェ・兎亭
※3回【東京】
さくらさくらカンパニー 「時空幕末歌舞綺 ISIN
なんDaZe!」
6月5日㈯・6日㈰
脚本・演出＝中野圭子
出演＝葵かずき 大浦薫 落合沙也香 久音まゆ
嘉陽美樹他 〈2500円 配信1800円〉 5日3時30分
6日12時／3時30分開演 KAVCシアター
※3回【兵庫】
劇団Furure 「遥方―KANATA―」
6月5日㈯・6日㈰
脚本・演出＝渡辺和徳
出演＝ジョウ MAKO 鈴木りこ HARU 岩田
尚也他 〈3500円 学生・25歳以下2000円〉 5日2
時／6時 6日12時／4時開演 AI・HALL
※4回【兵庫】
劇場武蔵野ハンバーグ 「実家から送られてきたい
い明太子」
6月5日㈯・6日㈰
脚本・演出＝高橋一八
出演＝松下世界館 森本浩之 原田達也 古川はる
子安由他 〈2500円〉 5日3時／6時30分 6日1時
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30分／7時開演

シアター711

※4回【東京】

劇団UZ 「サフランの子どもたち」

6月5日㈯・6日㈰
原作＝アリストパネース
「女の平和」 脚本・演出＝
伊豆野眸
出演＝林幸恵
日2時／7時

黒田早希

幾瀬葉月 〈2500円〉 5

6日11時／3時開演 シアターねこ
※4回【愛媛】

コンドルズ 「Free as a Bird」 6月5日㈯・6日㈰
脚本・演出＝近藤良平

出演＝コンドルズ 〈S席5000円 A席3500円

25

エ イ ベ ッ ク ス・ エ ン タ テ イ ン メ ン ト ／ ク オ ー レ

「空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜」
6月5日㈯～13日㈰

脚本・演出＝鈴木勝秀
出演＝織山尚大 青木滉平 木ノ本嶺浩 川口龍
市川しんぺー他 〈9000円〉 5日5時 6・12日1時
／5時 9・10日1時／6時30分

分開演 ステラボール
※当公演は下記にて公演有り。

13日1時

他6時30

※13回【東京】

▼ 6 月 25 日㈮～ 27 日㈰ 〈9000 円〉 25 日 6 時 30 分
26日1時／5時 27日1時開演 ロームシアター京都
サウスホール

※4回【京都】

歳以下S席3000円 A席2000円〉 5日2時／7時 6
日3時開演 彩の国さいたま芸術劇場・大ホール

演劇強制収容所旦煙草吸 「欲巣に沈む」 6月6日㈰
脚本・演出＝葉兜ハルカ

SPAC・静岡県舞台芸術センター 「忠臣蔵2021」

藝術工場◉カナリヤ条約

※3回【埼玉】

6月5日㈯・6日㈰

出演＝もみじ 葱生カナメ 中まりあ 片岡七海
つねなりあやか他 〈2000円〉 4時／6時30分開演

※2回【大阪】

脚本＝平田オリザ 演出＝宮城聰 寺内亜矢子 牧
山祐大
出演＝吉植荘一郎 大高浩一 加藤幸夫 貴島豪
大道無門優也他 〈4200円 大学生・専門学校生
2000円 高校生以下1000円 障がい者2900円〉 7
時30分開演 舞台芸術公園・野外劇場「有度」
※2回【静岡】

火曜日のゲキジョウ 「かしこしばい×謎の女――
―《まなみ》。」
6月8日㈫
脚本＝石崎麻実 演出＝菱田ぶるっ子 脚本・演出
＝マナカ
出演＝里見桃子 林愛実 山本礼華 有元はるか
西田美咲他 〈2000円〉 6時開演 in→depende
nt theatre 1st
※1回【大阪】

潔―ISAGI― 「誘い」
6月5日㈯・6日㈰
脚本・演出＝湯前冴里
出演＝湯前冴里 絵野碧月 志葉智 富井孔 鮫島
颯斗他 〈3000円 学生2500円 配信2000円〉 3時
／6時／8時開演 APOCシアター
※6回【東京】

朝倉薫プロデュース・ガールズハイパーミュージカ
ル 「タイラーＦ」
6月8日㈫～13日㈰
脚本・演出＝麻草郁
出演＝永野希 原めぐみ 花澤美紅 桜井理衣 杉
山華子他 〈S席9000円 A席6000円〉 10・11日2
時 ／ 7 時 12・13 日 1 時 ／ 5 時 他 7 時 開 演 シ ア
ターブラッツ
※10回【東京】

動物電気 「肉のマサオカ〜商売繁盛記！〜」
6月5日㈯～13日㈰
脚本・演出＝政岡泰志
出演＝小林けんいち 森戸宏明 高橋拓自 石崎和
也 ヨシケン改他 〈4200円 高校生以下・65歳以
上3500円〉 6日2時30分 9日2時30分／7時30分
12・13日2時30分／7時 他7時30分開演 駅前劇
場
※12回【東京】
モジリ兄とヘミング 「LEOPARD 豹変」
6月5日㈯～13日㈰

脚本・演出＝G2
出演＝林田一高 鹿野真央 小林大介 幸田尚子
岸天智他 〈4800円〉 7・9日1時30分／6時 他2
時開演 劇場MOMO
※7回【東京】
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劇団肋骨蜜柑同好会 「走れメロス 〜TOKYO20
XX〜」
6月8日㈫～13日㈰
脚本・演出＝フジタタイセイ
出演＝嶋谷佳恵 藤本悠希 フジタタイセイ 〈3300
円 25歳以下2500円 中高生500円 配信1900円〉
9・11日3時／8時 12・13日1時／6時 他8時開演
演劇フリースペース・サブテレニアン
※10回【東京】
YKプロデュース 「バッチ恋‼」
6月8日㈫～13日㈰
脚本・演出＝YKプロデュース
出演＝YKプロデュース 〈4000円〉 11・18日2時
12・19日2時／6時 13・20日1時／5時 他7時30

演劇年鑑 2022

分開演

14日休演

studioユーキース

※16回【東京】

時

他7時開演

14日休演

CBGKシブゲキ‼

※15回【東京】

劇団大樹 「半月カフェの出来事 森蔭アパートメ
ントその10年後」
6月9日㈬～13日㈰
脚本＝み群杏子 演出＝斉藤貴

知らない星 「だったらもう、どうにでもなれよ」
6月10日㈭～13日㈰
脚本・演出＝助川紗和子

里奈 大野裕生他 〈4500円 学生3500円 配信チ
ケット2500円〉 9日7時 13日1時／5時 他2時／

恋他 〈3500円 18歳以下1000円〉 10日7時 11日
2時／7時 12日12時／3時／7時 13日12時／4時

出演＝川野誠一

7時開演

工藤世名

宇江山ゆみこ

小劇場てあとるらぽう

綾城愛

※9回【東京】

出演＝相川佑輝

開演

東直輝

池内一起

王子小劇場

加藤祐貴

翔

※8回【東京】

パン・プランニング 「みんなで演じる一人芝居〜

AMITIE THEATER 「ありがとうよありがとう『リ

脚本・演出＝是枝正彦
出演＝パン・プランニング 〈6700円〉 12・13日1

脚本＝山口温志 演出＝本間健太
本・演出＝宮吉康夫

小金井麻衣

13日1時／5時

シアターグリー

シニカルスケッチ短篇集2〜」

時／5時

他2時／6時30分開演

6月9日㈬～13日㈰

上野ストアハウス
※10回【東京】

room42 「ずっ止まってる」／「ラブ・ストーリー

は特戦隊」
6月9日㈬～13日㈰
脚本・演出＝榎本純
出演＝野村亮太 圷智弘 岡村梨加 加藤唯 林廉
他 〈3200 円 映 像 購 入 2500 円 〉 12 日 1 時 ／ 6 時
13日1時／5時 他1時30分／6時30分開演 OFF
OFFシアター
※10回【東京】
東京マハロ 「白からはじまる世界」
6月9日㈬～16日㈬
脚本・演出＝矢島弘一
出演＝井澤勇貴 小野健斗 清水一輝 百瀬朔 森
一弥他 〈9000円〉 12日1時／6時 13日12時／5
時 16日3時 他7時開演 シアターサンモール
※10回【東京】
企画演劇集団ボクラ団義 「遠慮ガチナ殺人鬼」
6月9日㈬～14日㈪
脚本・演出＝久保田唱
出演＝塩谷瞬 黒木文貴 星波 松島勇之介 吉田
宗洋他 〈7700円〉 12・13 日 1 時／ 6 時 14 日 1 時
他6時30分開演 シアターグリーン BIG TREE
THEATER
※8回【東京】
conSept 「いつか〜one fine day〜“ほんとう
の笑顔のカタチを、私はまだ知らない”」

6月9日㈬～20日㈰
脚本・演出＝板垣恭一 作曲＝桑原まこ
出演＝板垣恭一 藤岡正明 皆本麻帆 松原凜子
西川大貴他 〈10500円〉 11日2時 12・19日12時
30分／5時 13・20日12時30分 15・17日2時／7

ノリウム。』＆『smile』」

6月10日㈭～13日㈰
脚

出演＝田中美由紀 上野哲太郎 桶田瑞紀 森崎志
桜里 木の下敬志他 〈5000円 配信3000円〉 12・
他2時／6時開演

ン BOX in BOX THEATER

※8回【東京】

我善導をおもしろがる会 「カスとスカ、おまけに
クズ」
6月10日㈭～13日㈰
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝我善導 緒月遠麻 薩川朋子 山田瑞紀
〈4500円〉 10日7時 11日2時／7時 12日1時30分
／6時 13日1時30分開演 小劇場B1
※6回【東京】
劇団わたあめ工場 「二度降る雨は三度降る」
6月10日㈭～13日㈰
脚本・演出＝小野寺真美
出演＝片岡文 桑原聡 倉垣まどか 千綿勇平 初
芝かやの他 〈4300円 オンラインアーカイブチ
ケット3000円〉 10日4時 他1時／6時開演 北千
住BUoY
※7回【東京】
寝れない部屋 「近距離、それは遠く」
6月10日㈭～13日㈰
脚本・演出＝川島大典 コピティウス
出演＝土橋竜太 橋本彩花 中村珠希 関田剛志
サトモリサトル他 〈4500円 配信2500円〉 13日
12時／5時 他1時／6時開演 シアター風姿花伝
※8回【東京】
Blue Shuttle 「応仁の乱」 6月10日㈭～14日㈪
脚本・演出＝大塚雅史
出演＝松田岳 田渕法明 田中尚輝 鐘ヶ江洸 石
田直也他 〈9500円 7500円〉 10日6時 11日2時
／6時 14日12時 他12時／4時開演 ABCホール
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※当公演は下記にて公演有り。

▼6月18日㈮～27日㈰ 〈9500円

※8回【大阪】
7500円〉 19・

20・26日12時／4時 21・24・27日12時 他6時開
演 22日休演 シアター代官山 ※12回【東京】

ケムリ研究室 「『砂の女』を研究する〜リーディン
グ＆トーク〜」
脚本＝安部公房

演出＝ケムリ研究室

6月11日㈮

出演＝緒川たまき ケラリーノ・サンドロヴィッチ
〈3500 円 配 信 チ ケ ッ ト 2000 円 〉 5 時 30 分 開 演
LOFT9 Shibuya

※1回【東京】

わらび座ミュージカル 「北斎マンガ」 6月11日㈮
脚本・演出＝マキノノゾミ 作曲＝八幡茂

時開演

あさくさ劇亭

※5回【東京】

Pityman 「どこか行く舟」

6月11日㈮～16日㈬

脚本＝室屋和美 演出＝山下由
出演＝北村美岬 辻響平 〈3000円 22歳以下2000
円〉 11日6時 14・15日6時 16日12時 他12時
／4時開演

新宿眼科画廊

※8回【東京】

スペースノットブランク 「ささやかなさ」
脚本＝松原俊太郎
出演＝荒木知佳

〈3500 円

6月11日㈮～18日㈮
演出＝小野彩加 中澤陽

古賀友樹

西井裕美

30 歳以下・60 歳以上 3000 円

600円〉 12・13日1時／6時 15日2時／7時
2時 他7時開演 14日休演 SCOOL

出演＝鈴木裕樹 戎本みろ 遠藤浩子 鈴木潤子
千葉真琴他 〈5000円〉 6時30分開演 アクロス福

※当公演は下記にて公演有り。

※当公演は下記にて公演有り。

上3000円

岡・福岡シンフォニーホール

※1回【福岡】

▼6月26日㈯ 〈5000円 高校生以下4000円〉 2時
30分開演 浜松市福祉交流センター ※1回【静岡】
▼6月27日㈰ 〈指定席5000円 高校生以下2500円
自由席4000円 高校生以下2000円〉 2時開演 菊
川文化会館アエル ※1回
【静岡】
▼8月7日㈯～18日㈬ 〈4000円 高・大学生3300
円 小・ 中 学 生 3000 円 〉 9・15・18 日 10 時 30 分
他1時45分開場 10・13・16日休演 わらび劇場
※9回
【秋田】
▼8月29日㈰ 〈5500円〉 2時開演 東ソーアリー
ナ＆遅筆堂文庫 ※1回
【山形】
このしたやみ 「猫を探す」
6月11日㈮～13日㈰
脚本＝永山智行 演出＝山口浩章
出演＝二口大学 広田ゆうみ 〈3500円 22歳以下
2000円〉 13日2時 他7時開演 津あけぼの座
※3回【三重】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 6 月 25 日 ㈮ ～ 27 日 ㈰ 〈3500 円 22 歳 以 下 2000
円〉 25日7時 他2時開演 こまばアゴラ劇場 ※
3回
【東京】
▼7月2日㈮～4日㈰ 〈3500円 22歳以下2000円〉
2日7時 他2時開演 THEATRE E9 KYOTO ※
3回
【京都】
お茶祭り企画 「ひとり語り芝居『セロ弾きのゴー
シュ』
他」
6月11日㈮～13日㈰
脚本＝宮沢賢治 演出＝川島むー
出演＝川島むー 〈3000円 中高生1000円 小学生
無料〉 11日7時20分 12日3時／7時 13日1時／5
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矢野昌幸

18 歳以下

▼7月3日㈯・4日㈰ 〈3500円

18日

※10回【東京】

30歳以下・60歳以

小学生・中学生・高校生無料〉 3日1時

／ 6 時 4 日 1 時開演
【石川】

金沢 21 世紀美術館

※3回

ゼロコ 「Silent Scenes」 6月11日㈮～20日㈰
脚本・演出＝ゼロコ
出演＝角谷将視 濱口啓介 〈5000円 高校生以下
2300 円 〉 12・16・19 日 2 時 ／ 7 時 13・20 日 2 時
他7時開演 14日休演 こまばアゴラ劇場
※12回【東京】
やまい

ゲッコーパレード 「病 illness」
6月11日㈮～21日㈪
脚本・演出＝黒田瑞仁
出演＝髙橋多美子 永山香月 根本和歌菜 宮本悠
加 〈3500 円 高 校 生 以 下 500 円 〉 11・18 日 8 時
14・21日1時 他1時／4時／7時開演 15～17日休
演 旧加藤家住宅
※16回【埼玉】
劇団俳優座 「インク」
6月11日㈮～27日㈰
脚本＝ジェイムズ・グレアム 演出＝眞鍋卓嗣
出演＝加藤佳男 山下裕子 河内浩 塩山誠司 渡
辺聡他 〈5500円 65歳以上4800円 学生3850円
ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ 3300 円 〉 11・23 日 7 時 13・
15・20・22・24・25・27日2時 16・18日6時 他1
時開演 21日休演 劇団俳優座5F稽古場
※16回【東京】
劇団WAO！ 「あの日見た夢のつづき
【LIVE配信】
」
6月12日㈯・13日㈰
脚本＝磯部宗潤 演出＝栗原ちゃお
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出演＝奥田ナオミス
津敦子

黒木いづみ

永尾千里他 〈3500円

円〉 12日1時30分／4時30分
30分開演

SPACE9

松岡亜矢子

海

高校生以下1500

13日11時30分／4時

※4回【大阪】

プロジェクト大山 「すばらしきあいまいな世界」
脚本・演出＝古家優里
出演＝古家優里 三輪亜希子

6月12日㈯・13日㈰

長谷川風立子

仁科

幸 〈3000円〉 12日5時 13日2時開演 熊本市男
女共同参画センターはあもにい 多目的ホール

※2回【熊本】

劇団カレーライス 「美よ咲きWonderland」
6月12日㈯・13日㈰
脚本・演出＝劇団カレーライス
出演＝劇団カレーライス 〈2300円

高校生以下

1000円〉 12日5時 13日12時30分／4時開演
浜にぎわい座・のげシャーレ

横

※3回【神奈川】

のびる 「よくみられたいひと」
6月12日㈯・13日㈰
脚本・演出＝吉田のゆり
出演＝片腹年彦 横山大河 〈2500円 配信観劇
1500円〉 12日12時／3時／6時 13日3時／6時／8
時開演 RAFT
※6回【東京】
オデッセー 「朗読劇
『うち劇オンステージ』」
6月12日㈯・13日㈰
脚本・演出＝太田善也 西森英行
出演＝石田亜佑美 桑原由気 久保田未夢 鈴木杏
奈 平野良他 〈6500円〉 12日3時／6時30分 13
日2時30分／6時開演 こくみん共済 coop ホール
／スペース・ゼロ
※4回【東京】
松永企画 「いまさらキスシーン」
6月12日㈯・13日㈰
脚本・演出＝松永企画
出演＝松永企画 〈カンパ制 映像配信チケット
1500円〉 12日1時／7時 13日1時／5時開演 イ
カロスの森
※4回【兵庫】
ThreeQuarter 「バトルロイヤル公演第十三弾」
6月12日㈯・13日㈰

脚本＝つかこうへい 演出＝清水みき枝
出演＝田村紗雪 吉田一番 岡島世里奈 並木一徳
手嶋一也他 〈2000円〉 12日1時／3時30分／6時
13 日 11 時／ 1 時 30 分／ 4 時開演 JOYJOYSTATI
ON
※6回【東京】

東京演劇アンサンブル 「宇宙のなかの熊」
脚本＝デーア・ローアー

6月12日㈯～20日㈰

演出＝公家義徳

出演＝雨宮大夢 永野愛理 仙石貴久江 永濱渉
〈4500 円〉 16・18 日 7 時 17・19 日 3 時／ 7 時 20
日 11 時 ／ 3 時 他 3 時 開 演 14・15 日 休 演 シ ア
ターグリーン

BOX in BOX THEATER

※10回【東京】

新宿梁山泊 「ベンガルの虎」 6月12日㈯～23日㈬
脚本＝唐十郎 演出＝金守珍
出演＝風間杜夫

金守珍

水嶋カンナ他 〈5000円
花園神社

渡会久美子

松田洋治

学生3000円〉 7時開演

※12回【東京】

夜明けの劇場 Theatre at Dawn 「迷える子シー
プたち」
6月12日㈯～23日㈬
脚本・演出＝保科由里子
出演＝小早川俊輔

多岐川装子

関根麻帆

妃白ゆ

あ 久野飛鳥 〈2800円 配信1800円〉 16～18・
22・23日7時45分 他9時15分開演 14・15・21日
休演 有楽町 micro FOOD&IDEA MARKET
※9回【東京】
ハッピーポコロンパーク 「本人不在」 6月13日㈰
脚本・演出＝ハッピーポコロンパーク
出演＝小倉佑介 キャス太 きゃめ 森舞子 〈2500
円 学生2000円〉 2時／6時開演 演劇専用小劇場
BLOCH
※2回【北海道】
劇団ノーティーボーイズ 「キズ絆―KIZUBAN―」
6月15日㈫～20日㈰
脚本・演出＝大和
出演＝松尾龍 海老澤健次 川本紗矢 弓木大和
有栖川姫子他 〈7000円〉 15・16日6時30分 20日
1時／5時 他2時／6時30分開演 ブディストホー
ル
※10回【東京】
ぼっくすおふぃす 「ぱ・ど・かとる」
6月15日㈫～20日㈰
脚本・演出＝神品正子
出演＝松木美路子 市橋朝子 今村祥佳 松岡洋子
〈3000円〉 17・19日3時／7時 20日3時 他7時開
演 雑遊
※8回【東京】
Sun-mallstudio produce 「Crime-3rd-〜不
可解編〜」
6月15日㈫～20日㈰
脚本・演出＝鮒田直也 高橋いさを
出演＝橋本亜紀 末廣和也 上田尋 久行志乃ぶ
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梅田脩平他 〈4000円

オンライン生配信2000円〉

17・18日2時／7時 19日2時／6時
時開演

サンモールスタジオ

20日2時

他7

※9回【東京】

制作
「山口ちはる」
プロデュース 「東京と歩む」
6月15日㈫～20日㈰
脚本＝倉本朋幸

演出＝山口千晴

出演＝アイザワアイ 天野翔太 北川莉那 木村桃
子 鈴木志音他 〈3500円〉 17・18日2時30分／5

時／7時30分 19・29日12時／2時30分／5時／7時
30分 他7時30分開演 下北沢・スターダスト

※16回【東京】

出演＝米内佑希

今井瞳

治 平 武 広 他 〈6300 円
17日2時／7時
分

他7時開演

高村めぐみ

蒼羽沙彩

生 配 信 チ ケ ッ ト 3000 円 〉

19日1時／6時
ザ・ポケット

20日11時／3時30

※8回【東京】

舞台『御子柴兄弟』制作部 「舞台『御子柴兄弟』」

6月16日㈬～20日㈰

脚本＝中村貴志 演出＝福地慎太郎
出演＝寿里 小谷嘉一 安東秀大郎

たつや優

杉

山 吹 稀 他 〈6800 円 〉 16 日 7 時 19 日 1 時 ／ 6 時
20日12時／5時 他2時／7時開演 萬劇場

※9回【東京】

メガネニカナウ 「メガネニカナウ６」
6月15日㈫～20日㈰

UDA☆MAP 「ガールズトーク☆アパートメント
2020Ver.」
6月16日㈬～20日㈰

出演＝石畑達哉

木 し い な 他 〈7500 円 〉 16 日 6 時 30 分

脚本・演出＝中川浩六
演出＝太田浩司

二朗松田

笠松遥未

脚本＝南出謙吾

亀山貴也

為房大輔

成瀬遥他 〈4500円〉 15日6時45分 21日1時／5
時 他2時／6時45分開演
pendent theatre 1st

19・20日休演 in→de
※9回【大阪】

三栄町LIVE×黒田勇樹プロデュース 「スーパー名
探偵のファイナル事件簿2021」 6月15日㈫～27日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE×黒田勇樹プロデュース
出演＝三栄町LIVE×黒田勇樹プロデュース 〈4000
円〉 18・25日2時 19・26日2時／6時 20・27日
1 時 ／ 5 時 他 7 時 30 分 開 演 21 日 休 演 三 栄 町
LIVE STAGE
※16回【東京】

脚本・演出＝松本陽一
出演＝栞菜 稲葉麻由子
他1時／6時30分開演

今川宇宙

岡田花梨

シアターKASSAI

柏

21 日 1 時

※10回【東京】

ジュニアファイブ 「徒然アルツハイマー」
6月16日㈬～24日㈭
脚本・演出＝小野健太郎
出演＝奥田努 小野健太郎 塩野谷正幸 青山勝
恩田隆一他 〈5000円〉 16・17日7時 19・20日2
時／6時 24日12時／4時 他2時／7時開演 駅前
劇場
※16回【東京】

劇団どんどんチェリー 「Orange Peel」
6月16日㈬～20日㈰
原作＝奥田咲 脚本・演出＝藤原本比呂。
出演＝奥田咲 大柿誠 石上卓也 奥原ひとみ 春
日奈々子他 〈5000円〉 18・19日3時／7時 20日
12時／4時 他7時開演 小劇場 楽園
※8回【東京】

劇団やりたかった 「みんなのご機嫌よかれが肝心
かなめ」
6月16日㈬～28日㈪
脚本＝かぐやまふたみち 演出＝YammerSunshi
ne
出演＝木下咲希 桂川太郎 渡邊彩加 上野裕子
尾 崎 楓 他 〈3800 円 〉 17・18・21・22・24・25・
28日7時 他2時／7時開演 参宮橋TRANCE MIS
SION
※19回【東京】

宇宙論☆講座 「変形合体ミュージカル LOVEマ
シーン2021」
6月16日㈬～20日㈰
脚本・演出・作曲＝五十部裕明 宇宙論☆講座
出演＝内藤ゆき 新成亜子 江原パジャマ 枯山水
荒らし ぺけ他 〈3000円 高校生1円〉 19日2時
／7時 20日12時／5時 他7時開演 王子小劇場

舞台「Cutie Honey Climax」製作委員会 「キュー
ティーハニー・クライマックス」
6月17日㈭～20日㈰
脚本・演出＝松多壱岱
出演＝上西恵 佐藤日向 西葉瑞希 相澤瑠香 行
天優莉奈他 〈9900円 7700円〉 19・20日12時／5

WITHYOU 「天満月の猫2021」
6月16日㈬～20日㈰
脚本・演出＝浅野泰徳

CHAiroiPLIN 「おどる小説 プツンパツンプチン」
6月17日㈭～20日㈰

※7回【東京】
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時30分

他5時30分開演

THEATRE1010
※6回【東京】

演劇年鑑 2022

脚本・演出＝スズキ拓朗
出演＝スズキ拓朗

小林らら

ジントク他 〈4000円

清水ゆり

大学生2500円

ジョディ

高校生以下

下2500円〉 17日7時30分

18日2時／7時30分

19

20日1時／5時開演 小劇場B1

日2時／6時

※7回【東京】

1500円 小学生以下500円〉 19日1時／6時 20日
12時／5時 他6時開演 ザ・スズナリ
※6回【東京】

劇団音楽箱 「飛龍伝’21〜その愛に、決着を〜」
6月17日㈭～20日㈰

トレンブルシアター 「鏡よ鏡」
6月17日㈭～20日㈰

出演＝劇団音楽箱 〈4000円 学生3000円〉 19日1
時 ／ 6 時 30 分 20 日 12 時 ／ 5 時 他 6 時 30 分 開 演

脚本＝渡辺えり 演出＝木内希
出演＝土屋良太 菅原鷹志 〈3500円〉 17日7時
18日2時／7時

19日2時／6時

OFF OFFシアター

20日1時／5時開演

※7回【東京】

脚本＝つかこうへい

演出＝中西祐介

内幸町ホール

※6回【東京】

株式会社レジェンドステージ 「あやかし緋扇」

6月17日㈭～25日㈮

キャンディプロジェクト 「熱海殺人事件 水野朋子

脚本＝藤吉みわ 演出＝今村ねずみ
出演＝江田剛 花影香音 永島聖羅

だ。 秋野おはぎ

21日休演

物語」
脚本＝つかこうへい

出演＝キャンディ江口

6月17日㈭～20日㈰
演出＝キャンディ江口 しま
まついゆか

タロー

髙橋

直幸 大休寺一磨他 〈3500円〉 17日6時 他12時
／3時／6時開演 池袋GEKIBA
※10回【東京】
10・Quatre×PocketSheepS 「紙片の王国」
6月17日㈭～20日㈰
脚本・演出＝太田友和
出演＝宇多海音 小川直彦 小野魁人 覚田しずく
兼子佳那子他 〈3500円〉 17日7時 20日1時／5
時 他2時／7時開演 TACCS1179 ※7回【東京】
劇団fool 「影―KAGE―#もう一度歩き出す物語」
6月17日㈭～20日㈰
脚本・演出＝溝口優
出演＝增井豪 小澤瑞季 山田盛生 星広行 森智
子他 〈5000円 3500円〉 17 日 6 時 20 日 1 時／ 5
時 他2時／6時開演 武蔵野芸能劇場・小劇場
※7回【東京】
ウンゲツィーファ 「UL演劇公演『トルアキ』」
6月17日㈭～20日㈰
脚本・演出＝本橋龍
出演＝黒澤多生 豊島晴香 藤家矢麻刀 本橋龍
〈2500円〉 19・20日1時／5時 他5時開演 図鑑
house
※6回【神奈川】
ケダゴロ 「ビコーズカズコーズ」
6月17日㈭～20日㈰
脚本・演出＝下島礼紗
出演＝伊藤勇太 木頃あかね 小泉沙織 中澤亜紀
下島礼紗他 〈4000円 24歳以下3000円 高校生以

冨岡健翔

釣

本南他 〈8800円〉 17・22日6時30分 19・20日12
時／5時 25日1時30分 他1時30分／6時30分開演
新宿FACE

※13回【東京】

高橋悠也×東映シアタープロジェクト 「ID」
6月17日㈭～27日㈰
脚本・演出＝高橋悠也
出演＝崎山つばさ 松田凌 井上小百合 萩谷慧悟
小 野 塚 勇 人 他 〈9300 円 〉 18・21・24・25 日 7 時
19・20・26日1時／5時30分 27日12時／4時 他2
時30分／7時開演 よみうり大手町ホール
※18回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月2日㈮～4日㈰ 〈9300円〉 2日2時30分／7時
3日1時／5時30分 4日12時／4時開演 サンケイ
ホールブリーゼ ※6回【大阪】
パ ニ ッ シ ュ

*pnish* 「*pnish*」
6月17日㈭～7月4日㈰
脚本・演出＝村井雄
出演＝佐野大樹 森山栄治 鷲尾昇 土屋佑壱
〈7800円〉 19・26・1・3日1時／5時 20・27・4日
1 時 23 日 2 時 ／ 7 時 他 7 時 開 演 21・28 日 休 演
赤坂RED/THEATER ※21回（15回／6回）
【東京】
追手門学院高等学校 表現コミュニケーションコース
「月を食べて大きく樹つ」
「キャピュレットフェス2021
―ロミオとジュリエットはお酒がのめない―」
6月18日㈮～20日㈰
脚本＝シェイクスピア 演出＝多田淳之介
出演＝表現コミュニケーションコース6期生ダンス
専攻 表現コミュニケーションコース6期生演劇専
攻 〈無料〉 18日4時30分 19日2時 20日11時／
3時30分開演 Atelier 0
※4回【大阪】
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TRASHMASTERS 「黄色い叫び」

転回社 「大唐大慈恩寺玄奘三蔵法師伝〜仏法のた

脚本・演出＝中津留章仁

脚本＝鴦山史歩

6月18日㈮～20日㈰

出演＝倉貫匡弘 星野卓誠 森下庸之 長谷川景
飯沼由和他 〈4300円 25歳以下2500円〉 18日6時
19日2時／6時 20日1時開演 犀の角 ※4回【長野】
※当公演は下記にて公演有り。

▼ 6 月 23 日 ㈭ ～ 27 日 ㈰ 〈4800 円 25 歳 以 下 2500
円〉 25日5時 26日1時／5時 27日1時 他1時／

6時開演 サンモールスタジオ ※8回【東京】
▼ 6 月 29 日 ㈫・30 日 ㈬ 〈4300 円 25 歳 以 下 2500
円〉 29日6時 30日1時開演
スタジオホール

エル・パーク仙台・

※2回
【宮城】

アフリカ座 「KAI OF THE TIGER 〜武田信玄〜」
脚本・演出＝中山浩
出演＝有田一章

若林美保

6月18日㈮～22日㈫

杉山夕

森宏太郎他 〈5000円〉 18日7時
22 日 3 時 他 2 時 ／ 6 時 開 演
BIG TREE THEATER

相葉悠樹

大

21日2時／7時

シアターグリーン
※6回【東京】

エイベックス・エンタテインメント 「SUPERHE
ROISM」
6月18日㈮～25日㈮
脚本・演出＝三浦香
出演＝中村嶺亜 佐々木大光 中村麗乃 井阪郁巳
石賀和輝他 〈9500円〉 19・20日12時30分／5時
23日1時30分／6時 24・25日1時30分 他6時開演
22日休演 日本青年館ホール
※10回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月3日㈯・4日㈰ 〈9500円〉 12時30分／5時開
演 COOL JAPAN PARK OSAKA・WWホール
※4回
【大阪】
劇団未来 「書く女」
6月18日㈮～27日㈰
脚本＝永井愛 演出＝しまよしみち
出演＝前田都貴子 川西聡雄 金澤百合子 肉戸恵
美 北条あすか他 〈3000 円 大学生・70 歳以上
2000円 中高生以下2000円〉 18・25日2時／7時
他11時／4時開演 未来ワークスタジオ
※12回【大阪】
ナッポスユナイテッド 「りぼん,うまれかわる」
6月18日㈮～27日㈰

脚本・演出＝山崎彬
出演＝深川麻衣 永嶋柊吾 阿部丈二 潮みか 清
水由紀他 〈6500円〉 19・26日1時／6時 20・27
日1時 22・24日2時 他7時開演 六本木トリコ
ロールシアター
※12回【東京】
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めなら命も要らぬ〜」

演出＝亀井純太郎

6月19日㈯

出演＝石田みや 石村湖々乃 入江和香 大塚世也
小松野希海他 〈2500円 中学生以下1000円〉 11
時開演 熊本市国際交流会館ホール ※1回【熊本】
中央大学第二演劇研究会 「クジラの歌」
6月19日㈯・20日㈰
脚本・演出＝伊藤明寿美
出演＝猪頭さゆり 大角優翼
西村果林

カワサキシュンスケ

白水沓他 〈1000円〉 19日12時／5時

20日12時／4時開演

東演パラータ

※4回【東京】

劇団区民劇場 「本所おけら長屋 まよいご」
「 春琴
抄」
脚本・演出＝劇団区民劇場

6月19日㈯・20日㈰

出 演 ＝ 劇 団 区 民 劇 場 〈3000 円 〉 19 日 1 時 ／ 5 時
20日2時開演

すみだトリフォニーホール

※3回【東京】

劇団演集 「今度は愛妻家」
6月19日㈯・20日㈰
脚本・演出＝劇団演集
出演＝劇団演集 〈3000円 中高生1500円〉 19日
11 時 ／ 4 時 20 日 2 時 開 演 愛 知 県 芸 術 劇 場・ 小
ホール
※3回【愛知】
仙台シアターラボ 「ペスト」 6月19日㈯・20日㈰
脚本・演出＝野々下孝
出演＝野々下孝 渡邉悠生 宮本一輝 菅原亮
〈3500円 学生2500円 高校生以下無料〉 19日6時
20日1時／5時開演 サブテレニアン ※3回【東京】
劇団ウィステリウム 「僕の明日と君との距離」
6月19日㈯・20日㈰
脚本＝藤本紀世彦 演出＝小泉憂斗
出演＝伊藤一貴 しばのあすか 夏目はるか 萩月
倫士 エンジェル他 〈3500円 配信2000円〉 19
日2時／6時 20日1時／5時開演 北池袋・新生館
シアター
※4回【東京】
第七劇場 「oboro」
6月19日㈯・20日㈰
脚本＝穴迫信一 演出＝鳴海康平
出演＝諏訪七海 増田知就 〈2500 円 25 歳以下

500円 18歳以下無料〉 19日7時30分 20日2時開
演 Théâtre de Belleville
※2回【三重】
MT企画公演 「電車という容器」
6月19日㈯・20日㈰
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脚本＝武内紀子

出演＝森屋由紀
／5時30分
ラリー

演出＝ＭＴ企画

藤田三三三 〈3000円〉 19日2時

20日3時開演

ストライプハウスギャ

※3回【東京】

日1時／3時30分／6時30分開演
休演

藝術工場◉カナリヤ条約

21～25・28～2日

※10回（7回／3回）
【大阪】

ほろびて／horobite 「あるこくはく
［extra tra

NHKエンタープライズ／エイベックス・エンタテ
インメント 「天才てれびくん the stage〜バッ

脚本・演出＝細川洋平
出演＝鈴政ゲン 橋本つむぎ

脚本＝川尻恵太
出演＝矢部昌暉

ck］
」

6月19日㈯～21日㈪

藤代太一

吉増裕士

〈2800円 高校生以下1500円〉 19日4時／7時 20
日1時／4時／7時 21日3時／6時開演 SCOOL

※7回【東京】

Whiteプロジェクト 「紅

―あさき夢みし―」
6月19日㈯～27日㈰

脚本・演出＝井伏銀太郎 演出＝西澤由美子
出演＝西澤由美子 武藤修平 五浄壇 恋宵

フ

ラッシュ智恵子他 〈3000円〉 2時／6時開演 21
～25日休演

Quarter Studio

※8回【宮城】

人形劇団ひとみ座 「美女と野獣」
6月19日㈯～27日㈰
脚本＝宇野小四郎 脚本・演出＝伊東史朗
出演＝人形劇団ひとみ座 〈1900円 子ども1500
円〉 10時30分／2時開演 21～25日休演 人形劇
団ひとみ座第1スタジオ
※8回【神奈川】
株式会社ディスグーニー 「夜鷹無限上昇」
6月19日㈯～29日㈫
脚本・演出＝ほさかよう
出演＝谷口賢志 川隅美慎 岩田知樹 和泉宗兵
坪倉康晴他 〈15000円〉 19・20・26日2時／6時30
分 27日2時 他6時30分開演 25日休演 DisGO
ONieS
※13回【東京】
オペラシアターこんにゃく座 「遠野物語」
6月20日㈰
脚本・演出＝眞鍋卓嗣 作曲＝吉川和夫 萩京子
寺嶋陸也
出演＝髙野うるお 北野雄一郎 島田大翼 梅村博
美 大石哲史他 〈3500円 高校生以下2500円〉 2
時開演 遠野市民センター
※1回【岩手】
アートプロジェクト集団
「鞦韆舘」「21 1/2 世紀の

少女」
6月20日㈰～7月3日㈯
脚本＝三名刺繍 演出＝佐藤香聲
出演＝碧華萌乃 Aboo 今西尊 岩本康希 卯川
あこ他 〈4000円〉 20日4時／6時30分 25日3時
30分／6時30分 27日1時30分／4時／6時30分 3

ク・トゥ・ザ・ジャングル〜」 6月21日㈪～26日㈯
演出＝小林顕作
長江崚行 伊藤理々杏

健人

加

藤将他 〈8500円 22歳以下3000円〉 26日12時／4
時 他1時／6時開演 22日休演 渋谷区文化総合
センター大和田・さくらホール

※当公演は下記にて公演有り。

※10回【東京】

▼ 7 月 10 日 ㈯・11 日 ㈰ 〈8500 円 22 歳 以 下 3000
円〉 10日12時／4時 11日12時開演 COOL JAP
AN PARK OSAKA・WWホール

毎日新聞社 「朗読劇『島守の塔』」
脚本＝三谷伸太朗

演出＝岡村聡士

※3回【大阪】

6月22日㈫

出演＝貴城けい 北翔海莉 舞羽美海 立花裕人
岡 村 聡 士 〈7700 円 〉 1 時 ／ 5 時 開 演 大 田 区 民
ホール・アプリコ
※2回【東京】
Team54Presents 「DRIFTERS（漂流者達）」
6月22日㈫
脚本＝前田耕陽 演出＝川浪ナミヲ
出演＝成瀬正孝 小林功 浅野彰一 片岡百萬両
岸本康太他 〈6000円〉 7時開演 東別院ホール
※1回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼6月24日㈭～27日㈰ 〈6000円〉 26日1時／5時
27日11時／3時 他7時開演 中目黒キンケロ・シ
アター ※6回【東京】
イベント企画OZ 「"家族"のショートストーリー
ズ『ファミスト!!』」
6月22日㈫～27日㈰
脚本・演出＝白柳力
出演＝免出知之 釜野真希 山本郁 池田明日香
〈5000円〉 24・25日2時／7時 26日1時／6時 27
日1時／5時 他7時開演 シアターグリーン BOX
in BOX THEATER
※10回【東京】
劇団BLUESTAXI 「Some Like It Hot！」
6月22日㈫～27日㈰

脚本・演出＝青田ひでき
出演＝青木伸輔 三枝俊博 関和紀 春奈 加藤玲
子 他 〈5000 円 〉 25 日 2 時 ／ 7 時 26 日 2 時 ／ 6 時
27日12時／4時 他7時開演 ザ・ポケット
※9回【東京】
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水中散歩 「山姥の息子」
脚本・演出＝美崎理恵
出演＝人生・T・成行

6月23日㈬～27日㈰

住永侑太

丸尾聡

三瓶裕

〈4500円〉 23日7時
日1時／6時

24日2時

27日1時開演

25日2時／7時

シアター711

26

※7回【東京】

史 歌野美奈子他 〈4300円 学生3000円 高校生
以下1500円 配信2800円〉 25日2時／7時 26日1
時／6時 27日1時 他7時開演 シアター風姿花伝

マルガリータ企画 「PIZZA大戦争」
6月23日㈬～27日㈰

TEAM空想笑年 「TABOO」 6月23日㈬～27日㈰

出演＝森岡悠 柏木佑太 古野あきほ 菅野英樹
花崎那奈他 〈5000円〉 26日1時／6時 27日12時

※7回【東京】

脚本・演出＝武石創太郎
出演＝有賀太朗 中島玲奈
谷川裕他 〈4000円
円〉 23 日 7 時

福田滋

学生2500円

王子小劇場

27 日 1 時／ 5 時

須藤飛鳥

長

18歳以下1000

他 2 時／ 7 時開演

※9回【東京】

ソフトボイルド 「ミッション・イン東京物語」
6月23日㈬～27日㈰
脚本＝加藤光大
出演＝大橋篤

演出＝榎本くるみ

上田操

加藤健

春咲暖

柳瀬晴日

他 〈S席8500円 A席6500円〉 23日6時30分 26
日1時／6時 27日11時／3時 他1時30分／6時30
分開演 CBGKシブゲキ‼
※9回【東京】
劇団ココア 「PIERROT×プロとコントラ」
6月23日㈬～27日㈰
脚本・演出＝小谷聡一郎
出演＝九島勇 船津祐太 小原佳織 花海杏奈 小
倉萌他 〈4000円〉 25日3時／7時30分 26日1時
／6時 27日12時／5時 他7時30分開演 「劇」小
劇場
※8回【東京】
!ll nut up fam 「THANK GOD I’M DEAD」
6月23日㈬～27日㈰
脚本・演出＝朱木雀空
出演＝朱木雀空 塩田花 髙橋龍史 竹野メフメッ
ト 冨田浩児他 〈4500円〉 6時開演 Only you
※5回【東京】
全労済ホール／スペース・ゼロ 「ラフカット」
6月23日㈬～27日㈰
脚本・演出＝堤泰之
出演＝樫山哲朗 坂本翔太郎 清水剛 鈴木貴大
須藤どらま他 〈3800円〉 26日2時／7時 27日2
時 他7時開演 こくみん共済 coop ホール／ス
ペース・ゼロ

※6回【東京】

青春の会 「熱海殺人事件」
6月23日㈬～27日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝井上賢嗣
出演＝佐藤正和 丸山正吾 大石みちる 齋藤伸明
400

脚本・演出＝蜂巣和紀

／4時
クル

他2時／6時30分開演 新宿シアター・ミラ
※10回【東京】

空晴 「
『ふたり、静かに』〜西Ver.＆東Ver.〜『一

番の誕生日！』〜空晴特別バージョン〜」
6月23日㈬～29日㈫
脚本・演出＝岡部尚子
出演＝伊藤えりこ 是常祐美
林貴子他 〈4000円

兵頭祐香

22歳以下3000円

円〉 25日5時／7時30分

岡部尚子

配信2500

26・29日1時／4時／7時

27日11時30分／2時30分／5時30分 28日4時30分
／7時30分 他7時30分開演 in→dependent th
eatre 1st
※15回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 7 月 2 日 ㈮ ～ 4 日 ㈰ 〈4000 円 22 歳 以 下 3000 円
配信2500円〉 2日7時30分 3日2時／5時 4日11
時30分／2時30分／5時30分開演 蛸蔵 ※6回【高
知】
▼7月7日㈬～11日㈰ 〈4000円 22歳以下3000円
配信2500円〉 9日4時30分／7時30分 10日1時／4
時／7時 11日11時30分／2時30分／5時30分 他7
時30分開演 駅前劇場 ※10回【東京】
劇団渡辺 「クランボンは笑った」
6月24日㈭～26日㈯
脚本＝別役実 演出＝劇団渡辺
出演＝大石宣広 蔭山ひさ枝 〈2500円 25歳以下
1000円〉 26日7時 他8時開演 人宿町やどりぎ座
※3回【静岡】
声劇会 「朗読劇
『アリス・モノクローム』―白でも
黒でも、永遠に君を愛す―」
6月24日㈭～27日㈰
脚本・演出＝佐倉健修
出演＝声劇会 〈3000円〉 26日12時／3時30分／7
時 27日12時／3時30分 他12時／7時開演 シア

ターバビロンの流れのほとりにて

※9回【東京】

劇団軌跡 「見果てぬ夢」
6月24日㈭～27日㈰
脚本＝堤泰之 演出＝久賀健治
出演＝鈴木清信 明正寺光 半野りか 氷上恭子
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斉藤ひかり他 〈3600円〉 26日3時／7時
時／5時

他7時開演

萬劇場

27日1

※6回【東京】

演劇集団炊飯時間 「ソーシャルディスタンスな恋
心の距離も保ってもろて」
6月24日㈭～27日㈰
脚本・演出＝安藤舞
出演＝岩本晋奈

谷澤翼

古宇田美弥子 〈3800円

オンライン配信2500円〉 26日2時／6時 27日1時
／5時 他7時開演 アトリエファンファーレ東新
宿

※6回【東京】

チーム・クレセント 「お菓子放浪記〜ホンモノの
お汁粉とニセモノの大福〜」

6月24日㈭～28日㈪

脚本・演出＝木島恭
出演＝小宮明日翔 いまむら小穂

宮川知久

井田

友和 矢内佑奈他 〈4500円 高校生以下3500円〉
24日6時 27日1時／5時 28日1時 他1時／6時開
演

ザムザ阿佐谷

※8回【東京】

Sky Theater PROJECT 「飛行場長サンテグ
ジュペリ」
6月25日㈮～27日㈰
脚本・演出＝四方田直樹
出演＝佐藤拓之 石松千明 いいづか康彦 高山和
之 森山光治良他 〈3500円〉 25日7時 他1時／5
時開演 小劇場 楽園
※5回【東京】
青年団 「コントロールオフィサー」
「百メートル」
6月25日㈮～27日㈰
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝太田宏 海津忠 島田桃依 串尾一輝 尾﨑
宇内他 〈2000円 高校生以下無料〉 25日6時 26
日2時／6時 27日12時30分／3時30分開演 江原
河畔劇場
※5回【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月9日㈮～11日㈰ 〈2000円 26歳以下1000円
高 校 生 以 下 無 料 〉 9 日 7 時 30 分 10 日 2 時 ／ 6 時
11日2時開演 津あけぼの座 ※4回【三重】
DMM STAGE 「
『池袋ウエストゲートパーク』THE
STAGE」
6月25日㈮～27日㈰
脚本＝毛利亘宏 演出＝品川ヒロシ
出演＝猪野広樹 山崎大輝 松本岳 才川コージ
阪本奨悟他 〈9900円〉 12時30分／5時30分開演
豊洲PIT
※6回【東京】

※当公演は下記にて公演有り。
▼7月1日㈭～4日㈰ 〈9900円〉 4日12時30分 他
12時30分／5時30分開演 THEATRE1010 ※7回
【東京】

劇団オムツかぶれ 「キョウセイ」

6月25日㈮～27日㈰

脚本・演出＝仙石桂子

出演＝大平峻世 沖野まや 北村茉由 小林誠 椙
田航平他 〈2000円 学生1000円 高校生以下500
円〉 25日7時 26日5時 27日2時開演 四国学院
大学ノトススタジオ

※3回【香川】

BLOCH PRESENTS 「DUO PROJECT vol.4」
脚本・演出＝まめも。他
出演＝槙文彦

6月25日㈮～27日㈰

小島梨紗子2号

キャス太他 〈2400円

きゃめ

24歳以下2100円

森舞子

高校生以

下1000円 ライブ配信チケット1200円〉 25日7時
26 日 3 時 ／ 7 時 27 日 3 時 開 演 演 劇 専 用 小 劇 場

BLOCH

元素G 「ぱらいそ」

脚本・演出＝玉手風奈

※4回【北海道】

6月25日㈮～27日㈰

出演＝夏葵 橋本深猫 白石てん 眞田規史 清水
彩他 〈4000円〉 25日7時 26日2時／6時 27日
12時／4時開演 調布市せんがわ劇場
5回【東京】
エンニュイ 「無表情な日常、感情的な毎秒」
6月25日㈮～27日㈰
脚本・演出＝長谷川優貴
出演＝青柳美希 浦田すみれ グルパリ 鈴木まつ
り てつみち他 〈2800円 配信1500円〉 25日7時
26日2時／7時 27日1時／5時開演 北千住BUoY
※5回【東京】
ミモザ 「蛇の女の傘」
6月25日㈮～27日㈰
脚本・演出＝葉兜ハルカ
出演＝平井佐智子 モモトモヨ 山本絵理 あっぱ
れ北村 市川沙紀他 〈2500円〉 25日7時30分 26
日1時／4時／7時 27日1時／4時開演 難波サザ
ンシアター
※6回【大阪】
カラ／フル 「海のホタル」
6月25日㈮～27日㈰
脚本＝大竹野正典 演出＝オダタクミ
出演＝木下菜穂子 白木原一仁 栖参蔵 成瀬トモ
ヒロ 三品佳代他 〈3000円〉 25日7時30分 26日
3時30分／7時30分 27日11時30分／3時30分開演
T-６（テ・シス）
※5回【大阪】
演劇プロデュース『螺旋階段』「廻る座椅子で夢を
見る」
6月25日㈮～27日㈰
脚本・演出＝緑慎一郎
出演＝緑慎一郎 露木幹也 田代真佐美 根本健
401
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岡本みゆき他 〈2500円

高校生以下1000円

チケット1600円〉 25日6時 26日1時／6時
1時開演

スタジオ
「HIKARI」

配信

27日

※4回【神奈川】

G-フォレスタ 「乱歩の嘘

うつし世は夢

夢こそまこと」

よるの

6月26日㈯・27日㈰

脚本・演出＝丸尾拓

劇団太陽族×光の領地 「イエロースプリングス」
6月25日㈮～29日㈫

出演＝生田克正 山崎修一 杉本ヒロ子 森優子
中佐和葉他 〈3800円〉 26日1時／4時 27日12時
／4時開演 神戸アートビレッジセンター

出演＝保 森本研典 〈3600円 22歳以下2600円〉
25・28日7時30分 27日1時30分 他3時30分開演

劇団異空間 「ないたあかおに」

脚本＝くるみざわしん

演出＝岩崎正裕

ウイングフィールド

※5回【大阪】

Uzume 「マトリョーシカ」 6月25日㈮～30日㈬
脚本・演出＝村松洸希

出演＝小沼将太 秋沢健太朗 小林亜実 藍菜 岡
本尚子他 〈S席7000円 A席5000円 学生4000円
配信チケット3500円〉 25・28日7時 30日1時
1時／6時開演 すみだパークシアター倉

他

※9回【東京】

劇団ハンニャーズ 「ウルトラリップスⅣ」
6月25日㈮～7月4日㈰
脚本・演出＝中嶋かねまさ
出演＝井上晶子 近藤聡実 山田好宏 カタヤマの
ぞ み 熊 倉 静 他 〈2800 円 高 校 生 以 下 1800 円 〉
26・3日8時 27・4日2時 他9時開演 28～30日
休演 月潟稽古場
※7回（3回／4回）
【新潟】
燐光群 「別役実短篇集 わたしはあなたを待ってい
ました」
6月25日㈮～7月11日㈰
脚本＝別役実 演出＝坂手洋二
出演＝間宮啓行 円城寺あや さとうこうじ 鬼頭
典子 石井ひとみ他 〈5000 円 25 歳以下・学生
2000円 高校生以下1000円〉 27・3・7・11日1時
28・1・5・9日3時／7時 29・10日2時／6時 2・
8日6時 他7時開演 ザ・スズナリ
※24回
（8回／16回）
【東京】

※4回【兵庫】

6月26日㈯・27日㈰

脚本・演出＝原田健民
出演＝小嶋梨紗

谷端梓

森口真衣

村飛翔他 〈2500円〉 26日1時／6時
4時開演

スタジオ☆異空間

劇団扉座 「解体青茶婆」
脚本・演出＝横内謙介
出演＝岡森諦

中原三千代

犬飼淳治他 〈4500円
日2時開演

大菅美波

中

27日11時／

※4回【愛知】

6月26日㈯・27日㈰
有馬自由

山中崇史

学生2000円〉 26日6時 27

厚木市文化会館・小ホール
※2回【神奈川】

劇団かもめんたる 「ソルティーなんとかメモリー」
6月26日㈯～7月4日㈰
脚本・演出＝岩崎う大
出演＝岩崎う大 槙尾ユウスケ 小椋大輔 もりも
もこ 土屋翔他 〈5000円〉 27・3日2時／6時 1
日1時 4日1時／5時 他7時開演 駅前劇場
※12回（6回／6回）
【東京】
劇団アンリミテッド（仮）「マザー マザー マザー」
6月27日㈰
脚本・演出＝劇団アンリミテッド（仮）
出演＝劇団アンリミテッド（仮）〈1000円〉 10時
／11時開演 オンライン
※2回【東京】

うずまき・イカロスの森企画 「人でなしの恋 異
聞」
6月26日㈯
脚本＝江戸川乱歩 演出＝うずまき
出演＝二ノ宮修生 木村佐和子 闇色鍵盤 〈2000
円〉 3時／7時開演 イカロスの森
※2回【兵庫】

劇団StageSSZakkadan 「ディス・イズ・ショ
ウタイム」
6月27日㈰
脚本・演出＝仲風見
出演＝劇団StageSSZakkadan 〈3000円 小学生
1500円 ライブ配信2500円〉 3時開演 神戸ポー
トオアシス
※1回【兵庫】

劇団遺ハク月 「トランス」

劇団怜 「肥前八勇士」

6月26日㈯・27日㈰

脚本＝トランス 演出＝21歳になりたくない
出演＝てぃーな エリンギ 21歳になりたくない
〈無料カンパ制〉 26日1時／5時30分 27日12時／
4時30分開演 アトリエS-pace
※4回【大阪】
402

6月27日㈰

脚本・演出＝劇団怜
出演＝劇団怜 〈2800円〉 1時30分開演 肥前夢街
道・芝居小屋
※1回【佐賀】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月3日㈯・4日㈰ 〈3000円〉 3日4時 4日12時
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／4時開演

3回
【福岡】

福岡市科学館・サイエンスホール

※

出演＝杉沼美幸
時／7時開演

暁雅火

笑門福他 〈3000円〉 2

ART THEATER 上野小劇場

※4回【東京】

舞台
「WORLD」製作委員会 「WORLD〜Change
The Sky〜」
6月27日㈰～7月4日㈰
脚本・演出＝菅野臣太朗

演劇企画集団THE・ガジラ 「D」
6月29日㈫～7月7日㈬

稔彦 小笠原健他 〈9800円〉 29・1・2日6時30分
30日1時／6時30分 他1時／5時30分開演 28日休

出演＝新垣亘平 岩野未知 桑野緑 さいとうまこ
と 佐藤みほ他 〈3500円〉 1・6日2時／7時 3・

出演＝校條拳太朗

演

杉江大志

なかのZERO

佐々木優佳里

田中

※11回（5回／6回）
【東京】

映像劇団テンアンツ 「コオロギからの手紙」
脚本・演出＝上西雄大
出演＝上西雄大 古川藍

6月27日㈰～7月4日㈰

徳竹未夏

堀田眞三

大 介 他 〈5000 円 〉 27 日 2 時 ／ 6 時 30 分
他1時／6時30分開演 小劇場B1

伴

4日1時

※15回（8回／7回）
【東京】

森プロ 「夢が壊れるミックスグリム定食」
6月28日㈪
脚本・演出＝森山智仁
出演＝長谷川栞 木田しおん 柴田塔 舘花美砂
〈2000円〉 映像販売 cafe&bar 木星劇場
※1回【東京】
劇団鳥獣戯画 「三人でシェイクスピア」
6月28日㈪
脚本＝JessWinfield AdamLong andDanielSing
er 演出＝知念正文
出演＝赤星昇一郎 石丸有里子 ちねんまさふみ
〈4000円 高校生以下2800円〉 2時開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※1回【東京】
オフ・ブロードウェイミュージカル 「The Last 5
Years」
6月28日㈪～7月18日㈰
脚本＝ジェイソン・ロバート・ブラウン 演出＝小
林香
出演＝木村達成 村川絵梨 平間壮一 花乃まりあ
水田航生他 〈8800円〉 28・29日6時30分 3・4・
10・11・17日1時30分／5時30分 6・8・15日2時
18日1時30分 他2時／6時30分開演 1・5・12日
休演 オルタナティブシアター
※30回（4回／26回）
【東京】
わらかどプロデュース 「こととおとと 2021〜妄
想という名の創作〜」
6月29日㈫・30日㈬
脚本・演出＝有川加南子 脚本＝笑門福 演出＝わ
らかどプロデュース

脚本・演出＝鐘下辰男

4 日 1 時／ 6 時
ター

7日1時

他 7 時開演 APOC シア
※13回（2回／11回）
【東京】

三栄町LIVE＋貞岡秀司プロデュース 「晩節の汚

し方」
脚本・演出＝貞岡秀司

6月29日㈫～7月11日㈰

出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 2・9日2時 3・10
日 2 時／ 6 時 4・11 日 1 時／ 5 時 他 7 時 30 分開演
5日休演

三栄町LIVE STAGE

※16回（2回／14回）
【東京】

SPIRAL CHARIOTS 「HATTORI半蔵Ⅳ」
6月30日㈬～7月4日㈰
脚本・演出＝服部整治
出演＝藤田富 橘ひと美 土屋シオン 門野翔
SAKU 鵜飼主水他 〈S席9500円 A席8500円 B
席7000円〉 30日6時 4日12時30分／5時 他1時
30分／6時30分開演 六行会ホール
※9回（1回／8回）
【東京】
劇団水中ランナー 「5秒ぐらい死んでもいいかなっ
て思った事がある」
6月30日㈬～7月4日㈰
脚本・演出＝堀之内良太
出演＝高山璃子 高橋卓士 西山聖了 林彬 笈川
健太他 〈4300円〉 30日7時 3日1時／6時 4日1
時 他2時／7時開演 小劇場 楽園
※8回（1回／7回）
【東京】
くによし組 「バクで、あらんことを」
6月30日㈬～7月4日㈰
脚本・演出＝國吉咲貴
出演＝井田ゆいか 金田侑生 木幡雄太 國吉咲貴
佐藤有里子他 〈3500円 18歳以下1000円〉 2・3
日12時／4時／7時30分 4日11時30分／4時30分
他4時／7時30分開演 王子小劇場

※12回（2回／10回）
【東京】

ご組 「えらばれし」
6月30日㈬～7月4日㈰
脚本＝周大樹 演出＝山﨑遊
出演＝かめや卓和 キタタカシ 斉藤千穂 シスコ
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周 大 樹 他 〈10000 円
3000円〉 30日7時
他2時／7時開演

5000 円

オンライン配信

3日1時／6時

劇場MOMO

4日11時／3時

※9回（1回／8回）
【東京】

あ

が

VoiceWorksTokyo朗読劇 「緊張るんです。」
脚本＝猪浦直樹

演出＝黒木敦史

7月1日㈭～4日㈰

ADプロジェクト／サンライズプロモーション東京

出演＝尾端禮 小町拓真 大城貴雅 〈3800円 配
信2800円〉 3日2時／7時 4日12時／4時 他7時
開演 高田馬場ラビネスト
※6回【東京】

脚本・演出＝開沼豊
出演＝堀田竜成 外岡えりか

占子の兎 「座布団劇場番外編十人会―あぢさゐの
いろ濃きうすき宿世かな（万太郎）」

「観劇者」

6月30日㈬～7月4日㈰
林明寛

大滝樹

岩

佐祐樹他 〈7000円〉 30日6時30分 4日12時／4
時30分 他1時30分／6時30分開演 シアターグ
リーン

BIG TREE THEATER

※9回（1回／8回）
【東京】

AUBE GIRL’S STAGE 「サイバーガール〜ある
いは寛容論について〜」
脚本・演出＝山本夢人
出演＝松下恵里香

6月30日㈬～7月4日㈰

中冨杏子

工藤沙貴他 〈S席5900円

長﨑瞳

A席4700円

雫石愛佳

学生3500

円 配信チケット2800円〉 2日2時／7時 3日1時
／5時 4日12時／4時 他7時開演 ザ・ポケット
※8回（1回／7回）
【東京】
オフィス由宇 「CALENDARGIRLS〜カレンダー
ガールズ〜」
6月30日㈬～7月6日㈫
脚本＝ティム・ファース 演出＝西沢栄治
出演＝駒塚由衣 村松恭子 田岡美也子 大西多摩
恵 福麻むつ美他 〈5800円 学生2800円〉 30日7
時 2日6時 3日1時／6時 4日1時 6日2時 他2
時／7時開演 テアトルBONBON
※10回（1回／9回）
【東京】
ピウス×オラクルナイツ 「人狼TLPT S『トランス
ミッション』
」
6月30日㈬～7月11日㈰
脚本・演出＝ピウス
出演＝佐野瑞樹 増田裕生 森下亮 三上俊 林修
司 他 〈5500 円 〉 30・1 日 7 時 11 日 12 時 ／ 4 時
他1時／7時開演 萬劇場
※22回
（1回／21回）
【東京】

7月
合同会社アドアド 「魔銃ドナー・リーディングト
ラックス」
7月1日㈭～4日㈰

脚本・演出＝細川博司
出演＝有沢澪風 横道侑里 愛野えり 春瀬もも
柴田茉莉他 〈S席6800円 A席4800円〉 3・4日12
時／5時 他7時開演 シアターKASSAI
※6回【東京】
404

脚本＝久保田万太郎
出演＝藍ひとみ

7月1日㈭～4日㈰
演出＝今井耕二

槇由紀子

中島佐知子

しみず由紀他 〈3000円〉 4日2時
演

阿佐谷ワークショップ

新宮里奈

他2時／7時開

※7回【東京】

劇団新劇団 「シアワセサンカ〜三熊こうすけ生誕
40周年記念にゴブリンが花束を〜」
脚本・演出＝ゴブリン串田

7月1日㈭～5日㈪

出演＝椎名香奈江 三熊こうすけ 江里奈 参川剛
史 宇塚彩子他 〈7000円 5000円〉 1日6時30分
2日1時／6時30分 5日3時30分 他1時／5時開演
「劇」小劇場
※8回【東京】
鵺的 「夜会行」
7月1日㈭～7日㈬
脚本＝高木登 演出＝寺十吾
出演＝青山祥子 奥野亮子 笠島智 ハマカワフミ
エ 福永マリカ 〈5000円 25歳以下4000円〉 3・
6日2時／7時 4日2時 7日6時 他7時開演 サン
モールスタジオ
※9回【東京】
bpm 「Bon Appetit！」
7月1日㈭～7日㈬
脚本・演出＝浅沼晋太郎
出演＝猪狩敦子 伊藤マサミ 菊地創 笹岡幸司
浅沼晋太郎他 〈8000円〉 3・4日1時／6時 7日3
時 他6時30分開演 こくみん共済 coop ホール／
スペース・ゼロ
※9回【東京】
劇団三日月座 「カタロゴス〜『青』についての短編
集〜」
7月1日㈭～9日㈮
脚本＝春陽漁介 演出＝植田茉莉花
出演＝劇団三日月座 〈無料〉 7時開演 3～7日休
演 横浜国立大学大学会館裏作業場前
※4回【神奈川】
コルバタ 「コルバタ『初』の合同公演！」
7月1日㈭～11日㈰
脚本・演出＝冨澤十万喜 狭間鉄 松井珠紗
出演＝福原聖子 藍星良 足立悠海 安藤啓介 石
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川はるか他 〈4000円〉 3・4・10・11日1時／5時
7・8日6時

他2時／6時開演

シアターブラッツ

※16回【東京】

やみ・あがりシアター 「銀の骨」
7月2日㈮～4日㈰
脚本・演出＝笠浦静花

出演＝久保磨介 〈2500円 18歳以下500円〉 2日7
時 他11時／2時／5時開演 王子スタジオ1

※7回【東京】

桜 project 「彼は波の音がする」

7月2日㈮～4日㈰

脚本＝成井豊 演出＝櫻井雅輝
出演＝中川大喜 石川なつ美 米村優子

櫻井雅輝

澤田陸人他 〈3200円 25歳以下2500円〉 2日2時
／6時 3日1時／6時 4日12時／4時開演 遊空間
がざびぃ

※6回【東京】

演劇集団プラチナネクスト 「近代能楽集『邯鄲』
『班
女』
『弱法師』
」
7月2日㈮～4日㈰
脚本＝三島由紀夫 演出＝五戸真理枝
出演＝演劇集団プラチナネクスト 〈3000円〉 2日
6時30分 他12時／4時開演 中目黒キンケロ・シ
アター
※5回【東京】

一般社団法人HFS 「私を代わりに刑務所に入れて
ください

非行少年から更生支援者へ」

7月2日㈮～4日㈰

脚本・演出＝米澤成美
出演＝バッドボーイズ佐田正樹 佐藤絵里佳 堀越
健 次 串 間 太 持 桂 ゆ め 他 〈10000 円 5000 円
配 信 2000 円 〉 4 日 3 時
ターサンモール

他2時／7時開演

遊気舎 「エギング☆ロック」
脚本・演出＝久保田浩
出演＝久保田浩

素子他 〈3500円
5時開演

西田政彦

シア

※5回【東京】

魔瑠

7月2日㈮～4日㈰
小川十紀子

学生2000円〉 2日7時

峯

他1時／

神戸アートビレッジセンター
※5回【兵庫】

劇団鋼鉄村松 「ボス村松の自転車泥棒（再戦）」
脚本・演出＝ボス村松

7月2日㈮～5日㈪

出演＝横手慎太郎 井草佑一 宝保里実 バブルム
ラマツ ボス村松他 〈2500円〉 2日7時 5日2時
他12時／6時開演 新宿シアター・ミラクル
※6回【東京】

OrganWorks 「WOLF」
7月2日㈮～4日㈰
脚本・演出＝平原慎太郎
出演＝町田妙子 池上たっくん 大西彩瑛 村井玲
美 青柳潤他 〈4000円 24歳以下3500円 高校生
以下1500円〉 2日7時 他11時／3時開演 スタジ
オ
「HIKARI」
5回【神奈川】

On7 「七祭〜ナナフェス〜この夏、胸アツ！演劇2
本に映画だ、わっしょい！」
7月2日㈮～11日㈰
脚本・演出＝On7
出演＝小暮智美 尾身美詞 安藤瞳 渋谷はるか
吉田久美他 〈4500円 大学生・専門学生以下2500
円〉 3・10日1時／6時 4日3時 5日2時 6・8日
2 時／ 7 時 7 日 6 時 11 日 1 時 他 7 時開演 シア
ター711
※14回【東京】

劇団fireworks 「畳の上のシーラカンス」
7月2日㈮～4日㈰
脚本・演出＝米沢春花
出演＝和泉諒 板垣龍平 小川しおり 小川がんめ
ん 木村歩未他 〈2500円〉 2日7時30分 3日2時／
6時 4日12時／4時開演 演劇専用小劇場BLOCH
※5回【北海道】

Kawai Project 「ウィルを待ちながら〜インター
ナショナル・ヴァージョン」
7月2日㈮～11日㈰
脚本・演出＝河合祥一郎
出演＝田代隆秀 髙山春夫 〈4500 円 25 歳以下
2500円 高校生以下1500円〉 3・4・7・8・10・11
日2時 他6時30分開演 こまばアゴラ劇場
※10回【東京】

A Ladybird Theater Company 「勿忘草は月
に願う」
7月2日㈮～4日㈰
脚本・演出＝箱崎貴司

遊劇舞台二月病 「sandglass」 7月3日㈯・4日㈰
脚本・演出＝中川真一
出演＝石田麻菜美 武田真悠 橋本達矢 松原佑次

出演＝紗也香 わたなべひでお 三品英士 上島奈
津子 佐藤未来他 〈3000円 学生2000円 小学生
500円〉 2日1時／6時30分 3日6時30分 4日11時
／4時開演 仙台市宮城野区文化センター・パトナ
シアター
※5回【宮城】

浦長瀬舞他 〈3300円 25歳以下2200円〉 3日2時
／7時 4日12時／5時開演 AI・HALL
※4回【兵庫】
まつもと市民芸術館 「西遊記〜二の変わり・再生
405

演劇年鑑 2022

編〜」

7月3日㈯・4日㈰

脚本・演出＝加藤直
出演＝荒井正樹

伊藤延子

葛岡由衣

菅沼旭人

※71回（36回／35回）
【東京】
青海波―SEIKAIHA― 「どうにかなるさ 〜神戸

髙木友葉他 〈1700円 18歳以下1200円〉 3日6時
4日2時開演 まつもと市民芸術館・小ホール
※2回【長野】

ジャズ物語〜」
7月3日㈯～8月31日㈫
脚本＝大谷美智浩 演出＝謝珠栄
出演＝近藤真行 雅原慶 柳瀬亮輔 小松森太郎

サントミューゼ上田市交流文化芸術センター 「リー
ディング公演
『おとこたち』
『きよこさん』
」

14・15・21・28・8月4・5・11・12・19・20・22・
25・26日休演 青海波―SEIKAIHA―波乗亭

脚本・演出＝岩井秀人
出演＝稲川悟史

林駿他 〈500円

川面千晶

兼本得義

キザム

お寿司 「桃太郎」
脚本・演出＝南野詩恵

小

d-倉庫

※4回【長野】

7月3日㈯・4日㈰

大石英史

渡辺綾子 〈4000円
4日3時開演

北沢彩乃

中学生以下無料〉 2時／6時開演

サントミューゼ・大スタジオ

出演＝内田和成

7月3日㈯・4日㈰

竹ち代毬也

辻本佳

学生3000円〉 3日3時／7時

※3回【東京】

KIRAKIRA VOICE LAND 「MORGUE×CHRO
NICLE Ⅶ〈Spiral〉
」
7月3日㈯・4日㈰
脚本・演出＝凌崎イサミ
出演＝山下誠一郎 浦尾岳大 〈6500円〉 3日12時
30分／3時30分／6時30分 4日12時／3時／6時開
演 シダックス・カルチャーホール ※6回【東京】
野口俊丞 「藪の中」
7月3日㈯・4日㈰
脚本＝芥川龍之介 演出＝野口俊丞
出演＝春日井一平 佐藤ゆず 山本実幸 〈2000
円〉 3日5時 4日3時／5時開演 登録有形文化
財・鈴木邸
※3回【静岡】
チチカカコ 「ともしび」
7月3日㈯・4日㈰
脚本・演出＝鈴村英理子
出演＝佐藤まどか 佐藤つきひ 塩見めい子 塩見
佐和子 塩見史子他 〈2500円 高校生以下1000円
未就学児無料〉 3日5時 4日11時／2時開演 京都
芸術センター
※3回【京都】
indi／レプロエンタテインメント 「真Ninja Illius
ion LIVE The REAL〜正義忍者VSゾンビ忍者〜」
7月3日㈯～8月21日㈯
脚本＝竹村武司 演出＝菜月チョビ
出演＝永尾麟ノ介 佐久本歩夢 中原穏乃 佐川大
樹 川島啓介他 〈4000円〉 5～9・13～16・19～
21・27～30・2～6日7時 22・23日5時 他3時／5
時開演 12・26・10日休演 浅草九劇
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赤間悠陸他 〈8800円

4400円〉 2時開演

7・8・

※43回（21回／22回）
【東京】

第七劇場 「キラル / 抄訳 漂泊の家」
脚本＝泉晟

柳沼昭徳

演出＝鳴海康平

7月4日㈰

出演＝泉晟 木母千尋 小菅紘史 長澤拓真 小林
冴季子 〈2500 円 25 歳以下 1000 円 18 歳以下無
料〉 3時開演

Théâtre de Belleville
※1回【三重】

※当公演は下記にて公演有り。

▼8月14日㈯・15日㈰ 〈3000円

25歳以下2500円

高校生以下1000円〉 14日7時 15日1時／6時開演
東広島市市民文化センター ※3回【広島】

座・大阪神戸市民劇場「また逢う日まで」 7月4日㈰
脚本・演出＝深山うぐいす
出演＝座・大阪神戸市民劇場 〈2500円 オンライ
ン配信2000円〉 3時開演 神戸ポートオアシス
※1回【兵庫】
劇団三日月座 「助演男優賞」
7月4日㈰～7日㈬
脚本・演出＝田辺彩
出演＝劇団三日月座 〈無料カンパ制〉 7時開演
横浜国立大学・大学会館裏
※4回【神奈川】
スアシ倶楽部 「妹の人形の話」 7月6日㈫・7日㈬
脚本・演出＝スアシ倶楽部
出演＝橋本浩明 水木たね 〈1000円〉 8時開演
キタノ北ナガヤ「露地庭SALON」
※2回【大阪】
エヌオーフォー No.4 「『5 years after』ver.６〜
NKTNS〜」
7月6日㈫～11日㈰
脚本・演出＝堤泰之
出演＝中村誠治郎 加藤良輔 田中稔彦 長江崚行
碕理人 〈5500円〉 10・11日1時／5時 他3時／7
時開演 赤坂RED/THEATER
※12回【東京】
FREE（S）「この樹の下で」
7月6日㈫～11日㈰
脚本・演出＝下出丞一
出演＝小川陽平 山下雷舞 肥田強志 青木一馬
町田恵理子他 〈7000 円 4500 円 ライブ配信チ
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ケ ッ ト 3500 円 〉 10 日 2 時 ／ 6 時
他7時開演

11 日 1 時 ／ 5 時

ウッディシアター中目黒

※8回【東京】

ENGISYA THEATER COMPANY 「春の終わり」
7月6日㈫～12日㈪
脚本・演出＝大村未童

出演＝那須凜 古藤ロレナ 岩永ゆい 諸藤優里
大 竹 華 他 〈5800 円 4800 円 25 歳 以 下 3800 円 〉
6・9日7時 7・12日2時
ター風姿花伝

他2時／7時開演 シア
※10回【東京】

観劇三昧×Mixalive TOKYO池袋ポップアップ劇

場 「〜特別な水曜の夜にはショートに4劇団を観
劇三昧〜」
7月7日㈬
脚本・演出＝目崎剛 屋代秀樹他
出演＝小太刀賢 白井肉丸 細田こはる
岡慎一郎他 〈3000円
演

安東信助

ライブ配信2000円〉 7時開

Mixalive TOKYO・Hall Mixa

※1回【東京】

出演＝大塚悠介

高木デリス

佐藤慎亮

石黒南他 〈5500円〉 9・10日2時／7時
／5時

他7時開演

BOX THEATER

シアターグリーン

夏目光

11日1時

BOX in

※8回【東京】

JAPLIN 「海と夢と小さな秘密」
脚本・演出＝桒原秀一
出演＝亀上空花 直江喜一

7月7日㈬～11日㈰

かとうずんこ

黒川進

一 長堀純介他 〈4500円 15歳以下2000円〉 7日
6時 11日1時 他1時／6時開演 小劇場B1

※8回【東京】

菅間馬鈴薯堂 「さがしものはなんですか〜光合成
クラブⅢ〜」
7月7日㈬～11日㈰
脚本・演出＝菅間勇
出演＝稲川実代子 舘智子
志行
円
時

シゲキマナミ

村田与

中・高生1500円〉 9・10日3時／7時

11日3

西山竜一他 〈3500円

他7時開演

大学・専門学生2000

上野ストアハウス

※7回【東京】

TremendousCircus 「ワンマンライブ『いばら
姫は眠らない』
」
7月7日㈬
脚本・演出＝田中円 演出＝知乃
出演＝文月映瑠 田中愛恵 当山楓花 en 椿綺
透子他 〈3400円 ツイキャス生配信＆2週間アー
カイブ見放題2000円〉 7時20分開演 音処・手刀
※1回【東京】

FUJI×3 ACT FESTIVAL 「monochrome man」
7月7日㈬～11日㈰
脚本＝市村啓二 演出＝藤林美沙
出演＝横山敬 町田慎吾 中村百花 上野聖太 椙
山さと美他 〈6500円〉 9日2時／6時30分 10・11
日12時30分／5時 他6時30分開演 すみだパーク
シアター倉
※8回【東京】

吉祥寺GORILLA 「誰か決めて」
7月7日㈬～11日㈰
脚本・演出＝平井隆也
出演＝平井泰成 石澤希代子 榎本悟 岡野優介
鹿島曜他 〈3500円 22歳以下2500円 高校生以下
1000円 配信チケット2200円〉 7日6時50分 8日
2時／7時 9日2時／6時50分 他1時／5時30分開
演 王子小劇場
※9回【東京】

MyrtleArts 「『アンネ・フランク』なぜあなたが
死んで、私たちが生き残ったの？」
7月7日㈬～11日㈰
脚本＝梶本恵美 演出＝笠井賢一
出演＝近藤結宥花 三浦伸子 梶村ともみ 〈3300
円〉 8・10日2時／7時 11日2時 他7時開演 ア
トリエ第Q藝術
※7回【東京】

pa-pi-produce 「アンソールド」
7月7日㈬～11日㈰
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝梅田悠 松木わかは 水崎綾 平山空 沢田
美佳 〈5000円〉 7日7時 10日1時／6時 11日12時
／5時 他2時／7時開演 シアターグリーン BASE

椿組 「貫く閃光、彼方へ」
7月7日㈬～20日㈫
脚本＝中村ノブアキ 演出＝高橋正徳
出演＝山本亨 中山祐一朗 津村知与支 狩野和馬
筑波竜一他 〈指定席A席5000円 指定席B席4500
円 自由席4000円 学生・養成所割引3000円 中
高校生2500円 小学生1000円〉 7時開演 新宿花
園神社境内仮設ステージ
※14回【東京】

劇団虹色くれよん 「死刑島2021」
7月7日㈬～11日㈰
脚本＝剣名舞 演出＝小堀智仁

シアターRAKU 「夏の夜の夢〜嗚呼！大正浪漫編〜」
7月8日㈭・9日㈮
脚本＝山元清多 演出＝流山児祥
出演＝川本かず子 桐原三枝 杉山智子 高野あっ

THEATER

※9回【東京】
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こ

高野あっこ他 〈3800円

歳以下2500円
9日2時開演

80歳以上2500円

25

中学生以下1000円〉 8日3時／7時

三鷹市公会堂

※3回【東京】

I’AM 「陰陽おとぎ草子」

7月8日㈭～11日㈰

脚本・演出＝ミツミダイゴ
出演＝浅尾啓史

西条美咲

緑川良介

かんこ

江

KALAMA WAIOLI appearing 工場 「Someday」
7月8日㈭～10日㈯

添皓皓三郎他 〈S席8000円 A席7000円 自由席
6500円〉 8日7時 11日12時30分／5時 他2時／7
時開演 シアターグリーン BIG TREE THEATER

出演＝中村陽子 嶋村昇次 川崎𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
こ 澤村茉由他 〈2000円〉 8日5時 9日1時／5

吉野翼企画 「吸血鬼」

劇団ジャブジャブサーキット 「サワ氏の仕業・特

早川紗代他 〈4000円〉 8日7時 9日2時／7時 10

脚本・演出＝KALAMA WAIOLI

時

10日1時開演

プーク人形劇場

※4回【東京】

別編〜『研究員Cの画策』
ほか怪しい短編コラボ〜」
脚本・演出＝はせひろいち

出演＝栗木己義 咲田とばこ
か 髙橋ケンヂ他 〈3000円
時30分 9日2時／7時30分
11時／4時開演

7月8日㈭～11日㈰

荘加真美 空沢しん
学生2000円〉 8日7

10日1時／6時

11日

七ツ寺共同スタジオ ※7回【愛知】

※当公演は下記にて公演有り。
▼ 12 月 16 日㈭～ 19 日㈰ 〈4000 円 学生 3000 円〉
16日7時 17日2時／7時 18日2時／6時 19日2時
開演 こまばアゴラ劇場 ※6回【東京】
水中めがね∞×日本舞踊家コラボレーション公演
「しき」
7月8日㈭～11日㈰
脚本・演出＝藤間涼太朗 中川絢音
出演＝藤間涼太朗 花柳寿紗保美 中川絢音 根本
紳平 松隈加奈子他 〈3000円 25歳以下2500円
高校生以下1000円〉 8日7時 11日2時 他2時／6
時30分開演 スタジオ
「HIKARI」 ※6回【神奈川】
★☆北区AKT STAGE 「二等兵物語」
7月8日㈭～11日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝時津真人
出演＝鈴木万里絵 白濱貴子 尾崎大陸 つかてつ
お 草野剛他 〈3800円 学割2000円〉 8日6時 9
日 2 時 ／ 6 時 30 分 10 日 1 時 ／ 6 時 11 日 1 時 開 演
北とぴあ・つつじホール
※6回【東京】
こわっぱちゃん家 「誰かの味方」
7月8日㈭～11日㈰
脚本・演出＝トクダタクマ
出演＝トクダタクマ 瀧啓祐 晴森みき 神原晶

田中愛実他 〈4500円 学割3500円 高校生2500
円〉 10日1時30分／6時30分 11日1時／5時30分
他6時30分開演 ウエストエンドスタジオ
※6回【東京】
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※7回【東京】

脚本＝岸田理生
出演＝森澤碧音

7月8日㈭～11日㈰

演出＝吉野翼
五十嵐愛 多賀栞里

日1時／6時 11日1時／5時開演
ギャラリー＆カフェ『絵空箱』

日原奈緒花

パフォーミング

※7回【東京】

劇団虚幻癖 「滅びしイデアの墓標に」
7月8日㈭～11日㈰

脚本・演出＝島岡昌平
出演＝榮竜盛

松井翔吾

島名ひとみ

有栖川姫子

石黒乃莉子他 〈S席5800円 A席4000円〉 11日1
時／5時 他2時／7時開演 武蔵野芸能劇場・小劇
場
※8回【東京】
小宮孝泰プロデュース 「縁―YUKARI―」
7月8日㈭～12日㈪
脚本・演出＝佃典彦
出演＝小宮孝泰 野々村のん 佃典彦他 〈5000円
学生3000円〉 8日7時 9日2時／7時 他2時／6時
開演 小劇場 楽園
※8回【東京】
下北ショーGEKI 「脱出病棟 大丈夫じゃないけ
ど、大丈夫！！」
7月8日㈭～18日㈰
脚本・演出＝羽広克成
出演＝廣田朱美 山本諭 伊藤由稀 茎津湖乃美
炭谷征之他 〈4000円 ライブ配信チケット3000
円〉 10・17日1時30分／6時 11・14・18日1時30
分 15日1時30分／7時 他7時開演 「劇」小劇場
※14回【東京】
ユーキース・エンタテインメント 「F・+2」
7月8日㈭～18日㈰
脚本＝長谷川孝治 演出＝田中優樹
出演＝大迫洸太郎 星達也 松下軽美 松田翼 小
見山素朴他 〈4500円〉 10・11・17・18日12時／5
時
ス

他7時開演

12～14日休演

STUDIOユーキー
※12回【東京】

村上差斗志の一人芝居 「幸せはアンプラグド」
7月9日㈮・10日㈯
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脚本＝川津羊太郎

演出＝村上差斗志

出演＝村上差斗志 〈2500円
時

10日2時開演

学生1500円〉 9日7

ぽんプラザホール

※2回【福岡】

劇艶おとな団 「10th Anniversary Performan
ce VO.1」

脚本・演出＝劇艶おとな団
出演＝劇艶おとな団 〈2500円
円〉 9日6時
ベース

7月9日㈮・10日㈯
高校生以下1500

10日1時／5時開演

アトリエ銘苅
※3回【沖縄】

試験管ベビー 「タイホしたい！／ホームレスホー
ム」
脚本・演出＝かこまさつぐ

7月9日㈮～11日㈰

出演＝かこまさつぐ 三芳一麻 長屋駿 加藤奈々
森本夏代他 〈3000円〉 9日7時 10日1時／4時／
7時 11日1時／4時開演
ル

愛知県芸術劇場・小ホー

※6回【愛知】

RABBIT HEART PROJECT 「ファンタジーの
つくりかた」
7月9日㈮～11日㈰
脚本・演出＝片岡百萬両
出演＝飯伏裕理 上西秋穂 梅村カズフミ 大谷海
仁 大星志歩他 〈4000円 学生2500円〉 9日7時
10日3時／7時 11日12時／4時開演 AI・HALL
※5回【兵庫】
Fallen Angels 「Air pocket」
7月9日㈮～11日㈰
脚本・演出＝村田真紀
出演＝新勝洋 井上こころ 青澤佑樹 このや朗
小野裕介他 〈3500円 配信チケット2500円〉 9日
7 時 30 分 10 日 2 時 ／ 7 時 11 日 1 時 ／ 5 時 開 演
APOCシアター
※5回【東京】
アイビス・プラネット 「ジャングルジャングル4」
7月9日㈮～11日㈰
脚本・演出＝アイビス・プラネット
出演＝今井孝祐 清水宗史 曽世海司 高田淳 野
口オリジナル他 〈3500円 配信チケット3000円〉
11日4時 他7時開演 劇場HOPE
※3回【東京】
劇団バッカスの水族館 「コント公演」

7月9日㈮～11日㈰
脚本・演出＝劇団バッカスの水族館
出演＝劇団バッカスの水族館 〈1000円〉 9日7時
10 日 11 時／ 3 時・7 時 11 日 1 時／ 5 時開演 ナン
ジャーレ
※6回【愛知】

nu-ta 「父と暮せば」
脚本＝井上ひさし

出演＝松村沙瑛子

7月9日㈮～11日㈰

演出＝増澤ノゾム

剣持直明 〈3500円

円 配 信 2000 円 〉 9 日 6 時 30 分
11日3時開演 TACCS1179

学生2500

10 日 1 時 ／ 5 時
※4回【東京】

劇団maKuaKi 「戻り刻々前進」

7月9日㈮～11日㈰

脚本・演出＝水落涼太郎

出演＝岩下佳之 岩堀真生 内山就人 大友彩優子
岡﨑雨他 〈2500円 学生2000円 配信1800円〉 9
日7時
ZAP

10 日 2 時 ／ 6 時

11 日 2 時 開 演

STUDIO

※4回【東京】

劇団風蝕異人街 「ザ・ダイバー」
脚本＝野田秀樹

出演＝高城麻衣子

7月9日㈮～11日㈰
演出＝こしばきこう

代

川口巧海

鼓代弥生 〈3500円

斉藤秀規

三木美智

25歳以下2000円〉 9日7

時 10日2時／7時 11日2時開演
オ・シアターZOO

扇谷記念スタジ
※4回【北海道】

成城大学演劇部 「消えていくなら朝」
7月9日㈮～11日㈰
脚本＝蓬莱竜太 演出＝塩崎桃子
出演＝成城大学演劇部 〈無料〉 6時開演 zoom
※3回【東京】
BLOCH PRESENTS 「LONELY ACTOR PRO
JECT vol.33」
7月9日㈮～11日㈰
脚本・演出＝稲葉あい 工藤匡平 脚本＝葛西春嬉
演出＝ふじさん
出演＝佐藤光 稲葉あい 中田朱麗 〈2300円 24
歳以下2000円 高校生以下1000円 配信チケット
1200 円 〉 9 日 7 時 10 日 3 時 ／ 7 時 11 日 3 時 開 演
演劇専用小劇場BLOCH
※4回【北海道】
劇団そとばこまち×久馬歩 「罧原の乱」
7月9日㈮～12日㈪
脚本＝久馬歩 演出＝坂田大地
出演＝南園みちな 新谷佳士 くぼたゆういち 和
泉 アキ他 〈4500円 学生3000円〉 9日7時 10
日 3 時／ 6 時 11 日 1 時／ 4 時 12 日 4 時／ 7 時開演
劇団そとばこまちアトリエ・十三 BlackBoxx

※7回【大阪】

ミュージカル座 「ひめゆり」 7月9日㈮～13日㈫
脚本＝ハマナカトオル 演出＝梅沢明恵 作曲＝山
口琇也
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出演＝ミュージカル座 〈15000円
時

会館

13日1時

4000円〉 9日6

他12時30分／6時開演

戸田市文化

※8回【埼玉】

脚本・演出＝永高英雄
出演＝作田令子

7月10日㈯・11日㈰

倉科はろ

グッチ将臣

ちんてん

スタンディング岐路ーズ 「廃棄物戦争」
7月9日㈮～13日㈫

めい 阿部K子他 〈2500 大学生以下1500円〉 10
日2時／7時30分 11日2時開演 上土劇場
※3回【長野】

出演＝畠山昌也 竜門 永島美穂 田邉美貴 一之
瀬なの他 〈3500円〉 10・11日1時／4時／7時 他

はぶ談戯×Gahornz 「『笑えば』ショー〜映画から
舞台へ〜」
7月10日㈯・11日㈰

テニミュ製作委員会 「
『テニスの王子様』4thシー

南貴子他 〈12000円

脚本・演出＝瀬口亜衣

3時／7時開演

新宿眼科画廊

ズン 青学vs不動峰」

※12回【東京】

7月9日㈮～18日㈰

脚本・演出＝三浦香 作曲＝Yu
出演＝今牧輝琉 山田健登 原貴和

持田悠生

TOKYO DOME CITY HALL

※12回【東京】

塩

田一期他 〈6800円〉 10・17・18日12時30分／5時
30分 11・16日12時30分 他6時開演 12日休演
※当公演は下記にて公演有り。

▼ 7 月 23 日㈮～ 25 日㈰ 〈6800 円〉 23 日 6 時 30 分
他12時30分／5時30分開演 熊本城ホール ※5回
【熊本】
▼7月30日㈮～8月8日㈰ 〈6800円〉 31・1・7日
12時30分／5時30分 4・6日1時30分 8日12時30
分 他6時30分開演 2日休演 メルパルクホール
大阪 ※12回
（3回／9回）
【大阪】
▼ 8 月 20 日㈮～ 29 日㈰ 〈6800 円〉 21・28・29 日
12時30分／5時30分 22日12時30分 25日1時30
分／6時30分 27日1時30分 他6時30分開演 24
日休演 日本青年館 ※13回
【東京】
くちびるの会 「くちびるの展会2」
7月9日㈮～19日㈪
脚本・演出＝山本タカ
出演＝薄平広樹 堀晃大 木村圭介 青沼リョウス
ケ 藤家矢麻刀 〈3200円 22歳以下2000円〉 10
日6時 11・18日1時 15日2時／7時 17日1時／6
時 18日2時 他7時開演 13日休演 OFF OFF
シアター
※12回【東京】
サラダボール 「三人姉妹 monologue」
7月10日㈯・11日㈰
脚本・演出＝西村和宏
出演＝鈴木智香子 滝香織 高橋なつみ 〈2500円

25歳以下1500円 高校生以下無料〉 10日1時／6時
30分 11日1時開演 東温アートヴィレッジセン
ター
※3回【愛媛】
シアターTRIBE 「ヌルイミライ。」
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脚本・演出＝はぶ談戯×Gahornz
出演＝朝川優 安達健太郎 赤星まき
日1時／5時開演

けちょん

3500円〉 10日2時／6時

溝ノ口劇場

11

※4回【神奈川】

劇団TEAM-ODAC 「浦安鉄筋家族〜子ども大戦
争〜」
脚本・演出＝笠原哲平
出演＝いとう大樹
全一

清水麻璃亜

7月10日㈯～18日㈰
中西智代梨

塩 崎 太 智 他 〈S 席 9500 円

橋本

A 席 8000 円 〉

11・18日2時 17日1時／6時 他6時開演 こくみ
ん共済 coop ホール／スペース・ゼロ
※10回【東京】
遊 戯 三 昧 「 豚 男 豚 女 ― Pigs are bored to
death―」
7月11日㈰
脚本・演出＝遊戯三昧
出演＝松下美波 陳竹 楠田東輝 島田葉兎来 島
田藍斗他 〈1500円〉 1時／6時開演 Flying Car
pet Factory
※2回【大阪】
青山学院大学演劇研究会 「マザー」

7月11日㈰
脚本・演出＝伊地美穂 演出＝黒澤祥裕 鈴木愛生
出演＝バサアナハウ 佐藤涼泉 山本彩奈 五十嵐
結奈 坂井登弥他 〈フリーカンパ制〉 12時／3時
30分開演 北千住BUoY
※2回【東京】
劇団銅鑼 「いのちの花」
7月13日㈫～15日㈭
脚本＝畑澤聖悟 演出＝齊藤理恵子
出演＝佐藤響子 久保田勝彦 野内貴之 池上礼朗
髙原瑞季他 〈4500円 30歳以下3150円 高校生
2000円 小学生・中学生1000円〉 15日2時 他7時
開演 練馬文化センター
※3回【東京】

WAHAHA本舗 「わけあり」 7月13日㈫～18日㈰
脚本＝山崎洋平 演出＝喰始
出演＝村本准也 清水ひとみ 我善導 荒川朋恵
吉川元祥他 〈4500円〉 13日7時 17日1時／6時
18日2時30分 他2時／7時開演 劇場HOPE
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※10回【東京】
Alexandrite Stage 「CHICACO2」
脚本＝益永あずみ
出演＝藤田よしこ

7月13日㈫～18日㈰
演出＝野口大輔 土田卓
はらみか 山口侑佑 大谷葉月

神谷春樹他 〈8500円〉 13・14日6時30分

18日12

小山めぐみ 「KOYAMA SONIC 2021」
脚本＝川尻恵太

7月14日㈬～18日㈰

演出＝ニシオカ・ト・ニール

出演＝小山めぐみ 熊谷嶺 浅見紘至 砂川禎一郎
〈4500円 学生3500円〉 14日7時 17日1時／4時
／ 7 時 18 日 1 時 ／ 4 時 他 3 時 ／ 7 時 開 演 シ ア
ター711

※10回【東京】

時／4時30分 他1時30分／6時30分開演 ラゾー
ナ川崎プラザソル
※10回【神奈川】

カラスカ 「ナースの推しごと」

観劇三昧×Mixalive TOKYO 「池袋ポップアップ

脚本・演出＝江戸川崇

脚本・演出＝目崎剛

ラ豆琴美他 〈5500円〉 16日2時／7時

劇場 Vol.2」

OBUCHICA.
出演＝コロ 小太刀賢

脚本＝堀越涼
白井肉丸

7月14日㈬

演出＝COR

細田こはる

齋

藤明里他 〈3000円 ライブ配信のみ2000円〉 7時
開演 Mixalive TOKYO・Hall Mixa

※1回【東京】

劇団六風館 「日本語私辞典」 7月14日㈬～17日㈯
脚本＝平塚直隆 演出＝西垣陽菜
出演＝鈴木悠太 松下綾花 佐賀力丸 安澤茜 竹
田結子他 〈無料カンパ制〉 5時30分開演 大阪大
学
（豊中キャンパス）
※4回【大阪】
ZERO Frontier 「リバースフラワー」
7月14日㈬～18日㈰
脚本＝逢坂華緒 演出＝村井みゆき
出演＝池上映子 太田彩佳 河野友保 窪田悠紀子
白井サトル他 〈4000円〉 16・17日2時／7時 18
日12時／4時 他7時開演 参宮橋TRANCE MIS
SION
※8回【東京】
パフォーマンスユニットTWT 「突撃！第九八独
立普通科連隊」
7月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝四大海 演出＝木村孔三
出演＝金井迪大 坂田直貴 直江幹太 高橋邦春
中西雷人他 〈5500円〉 16日2時／7時 17日1時
／6時 18日12時／4時 他7時開演 すみだパー
クシアター倉
※8回【東京】
パリペム 「七人のヨッパライ」
7月14日㈬～18日㈰
脚本＝當銘啓太 演出＝杉山敦紀

出演＝石島浩介 亜南ゆい 野中勇吾 小手勇人
安藤いずみ他 〈平日2800円 土日3000円〉 17日
12時／4時／7時 18日1時／6時 他8時開演 王
子小劇場
※8回【東京】

出演＝中村裕香里

7月14日㈬～18日㈰

石井陽菜

／6時 18日12時／5時
ハウス

新井將

他7時開演

森輝弥

ソ

17日1時

上野ストア
※8回【東京】

株式会社ファーストピック 「ボクタチのキョリ」
脚本・演出＝深井邦彦

7月14日㈬～18日㈰

出演＝橘りょう 佐藤正宏 古本新乃輔 観月ゆう
じ 石田太一他 〈S席6800円 A席5800円〉 14日
7時 18日12時／4時 他2時／7時開演 中目黒キ
ンケロ・シアター
※9回【東京】
ドリルチョコレート 「アンジェリーナ3:49」
7月14日㈬～18日㈰
脚本・演出＝櫻井智也
出演＝櫻井智也 川久保晴 後藤飛鳥 三澤さき
わたなべあきこ他 〈3500円〉 17日2時／6時 18
日2時 他7時開演 ザ・スズナリ
※6回【東京】
グッドディスタンス 「風吹く街の短篇集 第五章」
7月14日㈬～18日㈰
脚本＝深井邦彦 大岩真理 園田英樹 演出＝磯村
純 柏木陽 村野玲子
出演＝綱島郷太郎 今泉舞 岩原正典 青木悠介
竹田茂生他 〈3500円〉 1時／4時／7時開演 小劇
場B1
※15回【東京】
劇団シアターザロケッツ 「山田家は引っ越さない」
7月14日㈬～25日㈰
脚本・演出＝荒木太朗
出演＝すずきつかさ 北澤早紀 久下恭平 岡田彩
花 大 橋 篤 他 〈5500 円 〉 14・16・19・21 日 7 時
15日2時／7時 25日12時／4時
開演 20日休演 ザ・ポケット

他2時／6時30分
※18回【東京】

E-Stage Topiam 「the Circulation ACT」
7月14日㈬～8月1日㈰
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脚本・演出＝E-Stage Topiam

7月15日㈭～19日㈪

出演＝E-Stage Topiam 〈S席8500円 A席5500円

脚本・演出＝友池一彦

／7時 17・18・23～25日2時／6時 31日1時／6
時 1日12時／4時 他7時開演 21・28日休演 テ
アトルBONBON
※30回
（28回／2回）
【東京】

介 林萌々香他 〈6000円
2時／7時開演 駅前劇場

22歳以下3500円〉 15・16・22・27・29・30日2時

Ⅲカードリーディング 「10年想って告白したのに
いとも簡単にフラれました。
」 7月15日㈭～18日㈰
脚 本＝高橋 ゆーすけ
ゲッツ
出演＝飯村勇太

演出＝ ガ ラ 林

江畑浩規

うじすけ

加藤雄太

木戸彩乃

和世レオ他 〈3500円〉 1時／4時／7時開演

テージカフェ下北沢亭

ス

※12回【東京】

東京夜光 「奇跡を待つ人々」 7月15日㈭～18日㈰
脚本・演出＝川名幸宏
出 演＝丸山 港都

草野峻平

〈3500 円〉 17 日 2 時／ 6 時

笹本志穂

18 日 2 時

本田椋

他 7 時開演

せんだい演劇工房10-BOX
※5回【宮城】
※当公演は下記にて公演有り。
▼7月24日㈯～8月4日㈬ 〈3500円 学生2500円〉
25・1 日 1 時 26・29・3 日 2 時 ／ 6 時 27・4 日 2 時
30日7時 他1時／5時開演 28・2日休演 こまば
アゴラ劇場 ※15回
（11回／4回）
【東京】

出演＝谷松香苗

渡邉ひかる

吉田知生

中三川雄

5000円〉 19日5時 他
※9回【東京】

INDEPENDENT 「INDEPENDENT:4thSeason

Selection/ JAPAN TOUR」 7月15日㈭～19日㈪
脚本＝樋口ミユ 関戸哲也他 演出＝中野守 勝山
修平他
出演＝有元はるか

石畑達哉

巣山賢太郎他 〈3500円
2時／4時30分／7時

犬養憲子

菊池佳南

1日通し券4500円〉 17日

18日1時／3時30分／6時

19

日11時30分／2時／4時30分 他6時／7時30分開演
in→dependent theatre 2nd
13回【大阪】
ブロードウェイ・バウンズ 「立ち吞みパラダイス
〜昭和45年天満商店街〜」
脚本・演出＝山内勉

7月15日㈭～19日㈪

出演＝山内ツトム 田島ケンタ 永井なおき 窪田
美沙 榎木さりな他 〈6500円 動画配信3500円〉
17・18日1時／6時 19日12時30分／5時 他7時開
演 シアターグリーン BOX in BOX THEATER
※8回【東京】

s**t kingz 「コントライブ
『お前、だれ!?』」
7月15日㈭～18日㈰
脚本・演出＝岩崎う大
出演＝kazuki NOPPO 〈6600円〉 17・18日2時
30分／6時 他7時開演 CBGKシブゲキ‼
※6回【東京】

ローリングあざらし撲殺 「ルンバ ! ルンバ ! ルン
バ!」
7月15日㈭～19日㈪
脚本・演出＝徳永達哉
出演＝桂川明日哥 戸塚ヤスタカ 中陳剛佑 藤田
一真 松沢ひかり他 〈3500円 学生2000円〉 15
日7時 19日1時 他2時／7時開演 シアターバビ
ロンの流れのほとりにて
※8回【東京】

株式会社ALL GREEN 「ゴーストたちの憂鬱」
7月15日㈭～18日㈰
脚本・演出＝萩庭貞明
出演＝市川大樹 大網亜矢乃 石井美奈子 一紗ま
ひろ 吉良竜矢他 〈6500円〉 17日1時／5時 18
日12時／4時 他2時／7時開演 シアターグリーン
BIG TREE THEATER
※8回【東京】

ワンツーワークス 「29万の雫―ウイルスと闘う―」
7月15日㈭～25日㈰
脚本・演出＝古城十忍
出演＝奥村洋治 関谷美香子 藤村忠生 藤敏也
高畑こと美他 〈5000円 学生3000円 配信チケッ
ト3300円〉 17・18・22～25日2時 21日2時／7時
他7時開演 赤坂RED/THEATER ※12回【東京】

劇団昴勉強会 「ジゼルと粋な子供たち」
7月15日㈭～18日㈰
脚本＝フランソワ・カンポ 演出＝十朱加奈子

合同会社シザーブリッツ 「盾の勇者の成り上がり」
7月15日㈭～25日㈰
脚本＝守山カオリ 演出＝扇田賢

出演＝石井ゆき 佐藤しのぶ 平林弘太朗 古谷み
ちる 新井志啓他 〈入場無料〉 1時／5時開演
Pit昴／サイスタジオ大山第1
※8回【東京】
TOMOIKEプロデュース 「詐欺パパ」
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出演＝宇野結也 礒部花凜 関根優那 安里勇哉
谷水力他 〈8500円〉 17・18・24日1時／6時 22
日2時／7時 25日1時／5時 他7時開演 19日休
演 シアターサンモール
※15回【東京】
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疎開サロン 「Afterplay」

7月15日㈭～31日㈯

脚本＝ブライアン・フリール
出演＝千賀由紀子

〈2500円〉 8時開演
サロン

演出＝田丸一宏

北田理道

黒木佳奈

小林裕

19・22・26日休演 喫茶疎開
※14回【東京】

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 「第20回
太宰を聴く〜太宰治朗読会〜」
脚本＝太宰治

7月16日㈮

出演＝竹中直人 〈3000円 高校生以下1000円〉 7
時開演 三鷹市芸術文化センター・星のホール

※1回【東京】

劇団ふぁんハウス 「ざ・クリーンキーパー」
7月16日㈮・17日㈯
脚本・演出＝平野恒雄
出演＝平野恒雄 鈴木千秋
福岡美佳他 〈3000円
者2500円〉 16日7時
会館・小ホール

小山恵子

橘田拓哉

中学生以下2000円

17日2時開演

障がい

板橋区立文化

※2回【東京】

エイチエムピー・シアターカンパニー〈仮想劇場Ⅰ〉
「夜、ナク、鳥」
7月16日㈮～18日㈰
脚本＝大竹野正典 演出＝笠井友仁
出演＝野々下孝 飯沼由和 西本浩明 春海圭佑
髙安美帆他 〈2000円〉 8時開演 仮想劇場ウイン
グフィールド
※3回【大阪】
劇団しゃれこうべ 「ジゼルと粋な子供たち」
7月16日㈮～18日㈰
脚本＝フランソワ・カンポ 演出＝木田博喜
出演＝中村あいこ 二階堂大斗 福山まひろ 田村
祐子 和泉美春他 〈4000円〉 16日7時 17日1時
／6時 18日1時開演 シアター風姿花伝
※4回【東京】
ポケット企画 「受付」
7月16日㈮～18日㈰
脚本＝別役実 演出＝三瓶竜大
出演＝さとうともこ 吉田侑樹 森大輝 山下愛生
〈2500円 25歳以下1500円 高校生以下無料 生配
信チケット1500円〉 16日7時 17日11時／3時／7
時 18日3時／7時開演 演劇専用小劇場BLOCH
※6回【北海道】
あみゅーず・とらいあんぐる 「人を恋う」
7月16日㈮～18日㈰
脚本・演出＝あみゅーず・とらいあんぐる
出演＝条あけみ 笠嶋智恵美 思い野未帆 鶴留真
由 中村だいすけ他 〈2000円〉 16日7時 17日2

時／6時
天翁

18日11時／3時開演 Therter Cafe 信

※5回【大阪】

演劇集団ステージパラノーマル 「ナツヤスミ語辞
典」
7月16日㈮～19日㈪
脚本＝成井豊 演出＝森下健土
出演＝小谷皐月

芳本紗良

寺田優南

朝霧友梨花

松田しのん他 〈4000円〉 16日3時30分／7時 19
日12時／3時30分 他11時45分／3時30分／7時開
演

大阪市立芸術創造館

※10回【大阪】

PSYCHOSIS幻魔怪奇劇 「DGURA MAGRA―
ドグラ・マグラ―」

7月16日㈮～19日㈪

原作＝夢野久作 脚本＝高取英 演出＝森永理科
出演＝國崎馨 曽田明宏 高田ゆか 帝子 遊佐邦

博他 〈7000円 4700円〉 16日7時 他2時／7時
開演 新宿スターフィールド
※7回【東京】
獏天 「俺の葬式」

7月16日㈮～20日㈫

脚本・演出＝イデヨシフサ
出演＝太田雄路 岡村俊祐 平凌 爽口穂夏 遠藤
由実他 〈4200円 ライブ配信3000円〉 16日7時
18日12時／5時 20日2時 他2時／7時開演 武蔵
野芸能劇場・小劇場
※8回【東京】
株式会社LUCKUP 「明日の朝、いつものように」
7月16日㈮～25日㈰
脚本・演出＝中島庸介
出演＝藍澤慶子 阿瀬川健太 安倍香 荒木凪瑳
市川大貴他 〈6500円 配信チケット3000円〉 16
日 7 時 19 ～ 21 日 3 時／ 7 時 25 日 12 時／ 3 時 30 分
他12時／3時30分／7時開演 萬劇場
※24回【東京】
アガリスクエンターテイメント 「かげきはたちの
いるところ」
7月16日㈮～25日㈰
脚本・演出＝冨坂友
出演＝淺越岳人 伊藤圭太 榎並夕起 鹿島ゆきこ
熊谷有芳他 〈7000円 4200円 高校生以下1000
円 〉 17・22 ～ 24 日 1 時 ／ 6 時 30 分 18・25 日 1 時
他6時開演 19日休演 サンモールスタジオ
※14回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月13日㈮～15日㈰ 〈7000円 4200円 高校生
以下1000円〉 13日6時 14日1時／6時 15日1時
開演 in→dependent theatre 2nd ※4回【大
阪】
無名劇団 「友達を、焼いた」

7月17日㈯
413
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脚本・演出＝島原夏海
出演＝泉侃生

今井桃子

太田雄介

島原夏海

柊

SENRITOよみう

美月他 〈無料〉 2時30分開演
りホール

※1回【大阪】

劇団不労社 「畜生たちの楽園」
脚本・演出＝西田悠哉
出演＝荷車ケンシロウ

7月17日㈯・18日㈰

村田千晶

石井テル子

石

川信子 イトヲ他 〈3300円〉 17日3時／7時 18
日11時／3時開演 AI・HALL
※4回【兵庫】
ThreeQuarter 「♭1〜役者への道〜」
脚本・演出＝並木一徳

7月17日㈯・18日㈰

出演＝斉名高志 吉田一番 岡島世里奈 竹原ぽん
ず 並木一徳他 〈1000円〉 17日1時／3時／6時
18日11時／1時／4時開演

JOYJOYSTATION

※6回【東京】

林檎の君へ。「手紙。
」
7月17日㈯・18日㈰
脚本・演出＝池山ユラリ
出演＝大橋未歩 入江ほのか 銭山伊織 〈2000
円〉 1時／5時開演 Live&Cafe bar 新PLACE
BO
※4回【大阪】
劇団すかんぽ長屋 「河童花嫁」
7月17日㈯・18日㈰
脚本・演出＝劇団すかんぽ長屋
出演＝劇団すかんぽ長屋 〈2300円 高校生以下
1500円〉 17日2時／6時 18日12時／4時開演 in
→dependent theatre 1st
※4回【大阪】
アートプロジェクト集団
「鞦韆舘」「X線上のサロ
メ」
7月17日㈯・18日㈰
脚本＝三名刺繍 演出＝佐藤香聲
出演＝栗須香練 〈5000円〉 17日7時 18日4時開
演 藝術工場◉カナリヤ条約
※2回【大阪】
寄宿生活塾はじめ塾×東京デスロック 「Anti Hu
man EducationV 〜Teens Revenge Edit.〜」
7月17日㈯・18日㈰
脚本・演出＝多田淳之介
出演＝寄宿生活塾はじめ塾のこどもたち 東京デス

ロック 山下恵実 〈2500円 高校生以下無料〉 2
時開演 スタジオ
「HIKARI」
※2回【神奈川】
劇団ぺりどっと 「愛で時空を超えたら戻れなく
なっちゃった。てへ☆」
7月17日㈯・18日㈰
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脚本・演出＝石川春輝
出演＝すぐるん

もりてぃ

ぺんぎん他 〈2000円

石川春輝

春菜

高校生以下1000円

土屋

小学生

以 下 無 料 〉 17 日 12 時 30 分 ／ 3 時 30 分 ／ 6 時 30 分
18日12時／3時／6時開演 STスポット
※6回【神奈川】
燐光群 「悪魔をやっつけろ 〜COVIDモノローグ〜」
7月17日㈯・18日㈰
脚本＝デヴィッド・ヘア
手洋二

訳＝常田景子

出演＝坂手洋二 〈2500 円
1000円〉 17日3時

演出＝坂

25 歳以下・学生以下

18日11時／2時開演

ERブリコラージュ
※当公演は下記にて公演有り。

ATELI

※3回【福島】

▼7月22日㈭ 〈2500円 25歳以下・学生以下 1000
円〉 10時／7時開演 ネオンホール ※2回【長野】
▼7月24日㈯ 〈2000円
演

犀の角

22歳以下1000円〉 8時開

※1回【長野】

▼7月27日㈫ 〈2500円 25歳以下1000円〉 2時30
分開演 信毎メディアガーデン・1階ホール ※1
回【長野】
▼ 7 月 28 日 ㈬ 〈2500 円 学 生 1500 円 〉 7 時 開 演
扇谷記念スタジオ・シアターZOO ※1回【北海
道】
▼ 7 月 29 日 ㈭ 〈2000 円 学 生 1500 円 〉 7 時 開 演
函館市芸術ホール・リハーサル室 ※1回【北海道】
▼8月7日㈯ 〈2000円 学生1500円〉 1時／4時30
分開演 アトリエ銘苅ベース ※2回【沖縄】
岩手大学劇団かっぱ 「ドリー」
7月17日㈯・18日㈰
脚本・演出＝高橋一真
出演＝阿部駿輝 中里健 阿久津琴己 新沼温斗
高田未来他 〈1200円 大学生・専門学生1000円
高校生以下500円〉 17日2時／6時 18日2時開演
盛岡劇場・タウンホール
※3回【岩手】
地点 「地下室の手記」
7月17日㈯～24日㈯
脚本・演出＝三浦基
出演＝安部聡子 石田大 小河原康二 窪田史恵
小林洋平他 〈3000円 学生2000円〉 6時30分開演
20・21日休演 アンダースロー
※6回【京都】
ラボチ 「私の名前は、山田タロス。」
7月17日㈯～24日㈯
脚本・演出＝二朗松田
出演＝能登英輔 小林エレキ 〈3000円 学生1500
円〉 19～21日7時30分 22日2時 23日2時／6時

演劇年鑑 2022

24日1時／5時
アターZOO

他6時開演

扇谷記念スタジオ・シ

※10回【北海道】

劇団HALLJACK朗読舞台 「君の、空知らぬ雨〜
風の章〜」
7月18日㈰
脚本＝水島響 演出＝三島歩
出演＝あべれいじ

小高藍子

刑部

櫻井裕

瀧本

まり他 〈2500円 中高生500円 小学生以下無料〉
3時30分開演 枚方市総合文化芸術センター別館
※1回【大阪】

ミサミュージカルスタジオ 「本の国〜伝説の勇者
の物語〜」

脚本・演出＝田中みさ 作曲＝岡隆一郎
出演＝原田紗野 原田愛奈 松下由都里

7月18日㈰
田中瑤音

脚本・演出＝文学座
出演＝西岡野人

〈1000円

髙柳絢子

相川春樹

大野香織他

こども100円〉 19日1時／4時30分 20

日11時／1時／4時30分開演

文学座新モリヤビル
※5回【東京】

読 売 新 聞 社 ／ ACTORS ☆ LEAGUE 実 行 委 員 会

「ACTORS☆LEAGUE 2021」
脚本・演出＝川尻恵太 城田優

7月20日㈫

出演＝阿部顕嵐 有澤樟太郎 井阪郁巳 宮来夢
小 西 詠 斗 他 〈 エ キ サ イ テ ィ ン グ シ ー ト 18000 円
プ レ ミ ア ム シ ー ト 11000 円
8000円

プレジャーシート

一般席7000円〉 5時開演

東京ドーム

※1回【東京】

ぽてさらちゃん。他 〈3500円〉 12時30分／5時開
演 大阪市立鶴見区民センター
2回【大阪】

DANCETERIA-ANNEX音楽劇 「Le Rayon Vert」
7月21日㈬～23日㈮

ままごとヘンテコ小芝居ミュージカル 「おせんべ

出演＝GOHIRISWATANABE

んべんまつり！」
7月18日㈰
脚本・演出＝ままごと
出演＝名児耶ゆり 端田新菜 権頭真由 〈2500円
18歳以下500円〉 1時30分／2時30分開演 プーク
人形劇場
※2回【東京】
中野成樹＋フランケンズ 「Part of it all」
7月18日㈰
脚本・演出＝中野成樹
出演＝福田毅 竹田英司 田中佑弥 洪雄大 野島
真理他 〈3000円 25歳以下2500円〉 11時／2時開
演 えこてん屋上スタジオ、廃墟スタジオ
※2回【東京】
エンニュイ 「無表情な日常、感情的な毎秒」
7月18日㈰・31日㈯
脚本・演出＝長谷川優貴
出演＝荒波タテオ 浦田すみれ グルパリ 小池舞
小林駿他 〈2000円 配信チケット1500円〉 2時／
7時開演 CHARA DE新宿御苑
※4回【東京】

脚本・演出＝澤村みゆき

山本雅也

石賀淳

志 佐々木隼 寺田ゆな他 〈3500円 18歳以下無
料〉 21日3時／6時 22日2時／6時 23日11時／3
時開演 スタジオ「HIKARI」
※6回【神奈川】
第0楽章 「中年の歩み『侘しい星、寂しい星』」
7月21日㈬～24日㈯
脚本・演出＝角ひろみ 演出＝柏木俊彦
出演＝今井美佐穂 中村真季子 村島智之 佐野陽
一 〈3300円 25歳以下2800円 高校生以下1800
円〉 21日3時／6時30分 22日2時／6時30分 他1
時／5時開演 SPACE EDGE
※8回【東京】
TAIYO MAGIC FILM 「黒い箱の中に白い箱」
7月21日㈬～25日㈰
脚本・演出＝西条みつとし 演出＝藤井仁人
出演＝岡部直弥 木下真愛 諸賀春菜 小林大祐
水野似津美他 〈3600円〉 21日7時 22日3時30分
／7時 25日12時30分／4時 他12時／3時30分／7
時開演 すみだパークシアター倉
※11回【東京】

劇団120○EN 「椅子語り-ep.02-化粧台の椅子の
話」
7月19日㈪
脚本・演出＝清野和也
出演＝霜山亜美 奈良夏妃 押切ミチル 〈500円

劇団バルスキッチン 「商店街グランドリオン」
7月21日㈬～25日㈰
脚本・演出＝前野祥希
出演＝瀬川拓人 河合健太郎 遠藤瑠香 橋本顕
上田雄太郎他 〈S席7000円 A席6500円〉 21日7

ぶんがくざこどもげき 「ミニシアター いそっぷ
ぷぷぷ」
7月19日㈪・20日㈫

演劇企画 heart more need 「ふたりカオス」

高校生以下120円〉 7時開演
ホール

こむこむ・わいわい
※1回【福島】

時 24日1時／6時 25日12時／4時 他2時／7時
開演 シアターグリーン BIG TREE THEATER
※9回【東京】

415
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脚本＝松本陽一

7月21日㈬～25日㈰

語 THE FIRST／【二部】
歌舞Show」

神谷未来紘

脚・演出＝田口萌

演出＝中野亮輔

出演＝伊藤亜斗武

稲葉能敬

清水宗

史 中野亮輔他 〈4500円 配信チケット2700円〉
23・24日1時／6時 25日12時30分／5時30分 他6
時開演 ステージカフェ下北沢亭
※8回【東京】
TOKYO笹塚ボーイズ 「死んだあとにあげる花束
よりも、生きているあなたに花束を。」
7月21日㈬～25日㈰
脚本・演出＝TOKYO笹塚ボーイズ
出演＝八木拓海
他 〈4000円

太志

田中美晴

高校生以下1500円

森柚葉

さみら

中学生以下無

料〉 21日2時／7時 25日1時／5時 他1時／6時
開演 北千住BUoY
※10回【東京】

7月22日㈭～25日㈰

出演＝古尾谷雅人 星乃あんり 浅原功多 嘉月絵
理 長澤仙明他 〈6000円 学生・シニア5000円〉
25日12時／5時 他1時／6時開演 「劇」小劇場
※8回【東京】

劇団光合聲 「化面が缺けた時」

7月22日㈭～25日㈰

脚本・演出＝木村遼太

出演＝劇団光合聲 〈2000円

以下500円〉 22日4時／7時
時／4時／7時開演

学生1500円

※当公演は下記にて公演有り。
▼8月7日㈯～9日㈪ 〈1800円 学生1300円

原作＝フョードル・ドストエフスキー

演

7月21日㈬～25日㈰
脚本・演出

＝大谷皿屋敷
出演＝かませけんた 三葉虫 マ ー チ 東 野 良 平
hocoten 立川がじら他 〈3800円 配信2000円〉
21日6時30分 25日12時／4時 他2時／6時30分開
演 ザ・スズナリ
※9回【東京】
劇団空感演人 「オサエロ」
7月21日㈬～26日㈪
脚本＝藤森一朗 演出＝松丸雅人
出演＝岡田リオス拓人 尾形大吾 石山将隆 佐々
木悠介 原田輝他 〈4500円 配信3000円〉 23日3
時／6時30分 26日11時30分／3時 他6時30分開
演 24・25日公演中止 両国・Air studio
※6回【東京】
明日のアー 「一つきりの夜に」
7月22日㈭～24日㈯
脚本・演出＝大北栄人
出演＝濱野ゆき子 稲川悟史 小出圭祐 トチアキ
タイヨウ 永山由里恵他 〈3500円〉 2時／6時開
演 SOOO dramatic!
※6回【東京】
イマシブ 「アンダーグラウンド・アンソロジー」
7月22日㈭～25日㈰
脚本・演出＝細川博司
出演＝福地教光 遠藤裕司 長谷川麻由 久代梨奈

櫻井しおり他 〈6800円 4800円〉 24・25日12時
／5時 他7時開演 シアターKASSAI
※6回【東京】
TM創庫プロジェクト 「
【一部】潜入捜査-女探偵物
416

他1

アトリエS-pace
※10回【大阪】

劇団
「地蔵中毒」「母さんが夜なべをしてJavaScr
ipt組んでくれた」

高校生

25日1時／4時

生以下500円〉 7日6時

8日1時／6時

東温アートヴィレッジセンター

高校

9日1時開

※4回【愛媛】

ネコ脱出 「晴れた昭和の夏の頃」
7月22日㈭～25日㈰
脚本・演出＝高倉良文
出演＝高倉良文 朴贊革 迫真由美 徳田真由美
杉田麻由香他 〈4000円〉 22日6時 25日2時 他1
時／6時開演 下北沢・スターダスト ※6回【東京】
シス×ブロ 「SIS×BRO〜ひざ小僧の戯れ〜」
7月22日㈭～25日㈰
脚本＝金房実加 演出＝シス×ブロ
出演＝林希 大村俊介 〈6500円〉 22日7時 23日
2 時 ／ 7 時 24 日 1 時 ／ 6 時 25 日 1 時 開 演 ウ ッ
ディシアター中目黒
※6回【東京】
（石榴の花が咲いてる。）「shuku-sai」
7月22日㈭～25日㈰
脚本・演出＝中野雄斗
出演＝杏奈 アンディ本山 川勾みち 小島望 刺
腹 由 紀 他 〈3500 円 〉 22 日 7 時 23 日 2 時 ／ 7 時
24日11時30分／3時／7時30分 25日11時30分／4
時開演 新宿シアター・ミラクル
※8回【東京】
演劇ユニットCRATERE 「遭難ごっこ」
7月22日㈭～25日㈰

脚本・演出＝小西優司
出演＝アラタメアカリ 坂口裕哉 佐古達哉 高見
澤文彬 花江藍他 〈3300円〉 22日1時／4時／7時
25日1時／4時開演 23・24日休演 RAFT
※5回【東京】

演劇年鑑 2022

ぱすてるからっと 「murderHolic」

劇団GIFT 「恋のThunder」 7月23日㈮・24日㈯

脚本・演出＝くま

出演＝高橋祐紀乃

7月22日㈭～25日㈰

出演＝南波碧 河津未来 夢月 くま 美月まりも
他 〈S席6500円 A席5500円〉 22日2時／7時 23
日1時／7時 24日1時／6時 25日12時／4時開演
シアターグリーン

BOX in BOX THEATER

※8回【東京】

INDEPENDENT 「INDEPENDENT : 4thSeason
Selection / JAPAN TOUR」 7月22日㈭～25日㈰
脚本＝関戸哲也
他

山田百次他

演出＝中野守

南参

出演＝有元はるか 石畑達哉 犬養憲子 菊池佳南
巣山賢太郎他 〈3500円 1日通し券4500円〉 24日
1 時 ／ 3 時 30 分 ／ 6 時 25 日 11 時 ／ 1 時 30 分 ／ 4 時
他6時／7時30分開演 シアター風姿花伝

※10回【東京】

文学座附属演劇研究所研修科発表会 「Scenes
from the Big Picture」
7月22日㈭～25日㈰
脚本＝オーウェン・マカファーティー 演出＝松本
祐子
出 演 ＝ 文 学 座 附 属 演 劇 研 究 所 研 修 科 〈1000 円 〉
22日6時 23日5時 他1時開演 文学座アトリエ
※4回【東京】
KENプロデュース 「うどん」
7月22日㈭～8月1日㈰
脚本・演出＝KENプロデュース
出演＝KENプロデュース 〈4500円〉 22日3時／7
時 25日2時／6時 27・28日7時 1日12時／4時
他2時／7時開演 シアターシャイン
※10回（8回／2回）
【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「LIFE STAGE
―ENGISYA短篇戯曲集―」
7月23日㈮
脚本・演出＝大村未童
出演＝久留飛雄己 中村 蓮 大 地 葵 宮 谷 多 楽
〈1800円 オンライン配信1200円〉 7時開演 KIS
YURYURI THEATER
※1回【東京】
演劇集団SPOT LIGHT 「トランス〜TRANCE〜」
7月23日㈮・24日㈯
脚本・演出＝鴻上尚史
出 演 ＝ 玉 城 優 雲 井 ノ 空 横 瀬 智 也 〈1000 円 〉
23日2時／7時 24日1時開演 元町プチシアター
※3回【兵庫】

脚本＝高橋祐紀乃

演出＝中山信之
星川渓

ちゅう

阿部はな乃

横尾さい他 〈2500円 高校生1000円 中学生以下
無 料 〉 23 日 2 時 ／ 6 時 24 日 1 時 ／ 4 時 開 演 ス
ペース・オルタ
※4回【神奈川】
HANATOMO演仕屋 北澤小枝子 「一人芝居オム
ニバスLIVE vol.2」
7月23日㈮・24日㈯
脚本・演出＝HANATOMO演仕屋 北澤小枝子
出演＝北澤小枝子 〈3500円〉 23日6時30分 24日
2時開演

高円寺K’sスタジオ【本館】 ※2回【東京】

朗読ユニットDue 「老優の傍ら、聳り立つ古城
ヴァルトブルク」
7月23日㈮・24日㈯
脚本・演出＝小西優司
出演＝小西優司 相楽信頼 〈3300円〉 1時／4時
／7時開演

RAFT

※6回【東京】

崖淵ワーカーズ 「幻家」
7月23日㈮・24日㈯
脚本＝ワカハラダイスケ 演出＝林和弥
出演＝ワカハラダイスケ Ambivalence 鎌田恵
弥 ふろむ 都美佳他 〈2500円〉 23日1時30分／
6 時 24 日 1 時／ 5 時 30 分開演 in → dependent
theatre 1st
※4回【大阪】
ジュニアミュージカル劇団Little★Star 「RUKIO
THE MUSICAL」
7月23日㈮・24日㈯
脚本・演出＝遠坂百合子
出演＝氏野里香 尾澤ショータロー テアトルアカ
デミー 劇団Little★Star-teamSpica 河上由佳
〈2500円〉 23日5時30分 24日1時30分／5時30分
開演 堺市立西文化会館・ウェスティホール
※3回【大阪】
ヴァージン砧 「ハトとバカ」 7月23日㈮～25日㈰
脚本・演出＝香椎響子
出演＝インコさん ながはまかほり 古川はる る
い乃あゆ 〈3000円〉 23日7時 他2時／6時開演
OFF OFFシアター
※5回【東京】
unit “Belle mémoire” 「ICARUS」
7月23日㈮～25日㈰
脚本・演出＝山口健太

出演＝池田僚 Ebicha 鈴木朝陽 外崎玲奈 Dal
eko 他 〈2500 円 24 歳 以 下 2000 円 高 校 生 以 下
500円〉 23日7時 他1時／5時開演 演劇専用小劇
場BLOCH
※5回【北海道】
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演劇企画集団Y³ 「うつら、うつら」

脚本＝福田雄一

脚本＝村田千尋

古川敬也他 〈2000円〉 24日2時／6時

7月23日㈮～25日㈰

演出＝渡辺茅花

出演＝田辺レオ 佐藤愛莉 中根道治 江花実里
緑 慎 一 郎 他 〈1000 円 子 ど も 500 円 〉 23 日 7 時
24日2時／5時 25日2時開演 STスポット

※4回【神奈川】

「信長の野望･大志」製作委員会 「信長の野望・大

志 〜最終章〜 群雄割拠 関ヶ原」
7月23日㈮～29日㈭
脚本・演出＝久保田唱
出演＝鶏冠井孝介

田中れいな

早乙女わかば

根

出演＝山下陽人
／5時開演

演出＝古澤健太
中村優太

上杉雅史

古澤健太
25日1時

葵生涯学習センター（アイセル21）
※4回【静岡】

江古田のガールズ 「劇団解散」

7月24日㈯・25日㈰

脚本・演出＝山崎洋平

出演＝佐野剛 カトウクリス 織田圭祐 山田瑞紀
桑田佳澄他 〈3300円 22歳以下1500円〉 2時開演
四日市市文化会館・第2ホール

※2回【三重】

本正勝 友常勇気他 〈S 席 9800 円 A 席 7800 円〉
25・27・28 日 12 時 ／ 5 時 29 日 12 時 他 5 時 開 演

HANABI企画 「二人芝居〜嘘と虚構は紙一重〜」
7月24日㈯・25日㈰

虚仮華紙×劇団森 「ササノハラ」

季

かめありリリオホール

脚本＝谷祐介

福家寿明

※10回【東京】
7月24日㈯

演出＝イロハス

酒井ま

りあ
出演＝飯田橋愛 井沢比奈乃 伊藤悠久 須藤留誠
東京ドム子他 〈無料〉 8時配信 早稲田小劇場ど
らま館
※1回【東京】
演劇ユニットWreathe 「猫と針」
7月24日㈯・25日㈰
脚本＝恩田陸 演出＝相田直宏
出演＝君知みずき 阿部豪毅 相田直宏 藤島恵
菊池あすみ他 〈2000円 学生1500円〉 24日1時／
6時 25日11時／3時開演 エル・パーク仙台・ス
タジオホール
※4回【宮城】
むさしの芝居塾 「ハートフル・コメディ 家族百
景」
7月24日㈯・25日㈰
脚本＝広島友好 演出＝針谷理繪子
出演＝貝斗美月 吉村ひろ子 鎌田淳子 蒔田将大
しまみひさえ他 〈4000円〉 1時／6時開演 武蔵
野芸能劇場・小劇場
※4回【東京】
劇団ゼミナール 「ニューノーマル〜明るい生活様
式〜」
7月24日㈯・25日㈰
脚本・演出＝斎藤英樹
出演＝中村章義 斎藤英樹 西恭一 菅原康幸 河
村睦他 〈1500円 学生1000円〉 24日3時／7時45
分

25日2時／6時開演

盛岡劇場・タウンホール
※4回【岩手】

会心之一劇団 「大洗にも星はふるなり」
7月24日㈯・25日㈰
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脚本・演出＝我那覇孝淳
出演＝わたぬきかな 久保深樹
時

棚原奏他 〈3000円

25日2時／6時開演

登川瞳美

上地広

15歳以下2000円〉 24日6

アトリエ銘苅ベース

※3回【沖縄】

words of hearts 「ニュートンの触媒」
7月24日㈯～31日㈯
脚本・演出＝町田誠也
出演＝井上嵩之 袖山このみ 仲野圭亮 飛世早哉
香 米倉拓斗他 〈3000円 学生1500円〉 24日6時
25・31日1時／5時 他7時30分開演 生活支援型
文化施設コンカリーニョ
※10回【北海道】
監督と演劇をやろうよ 「エデン」
7月24日㈯～8月1日㈰
脚本・演出＝松本准平
出演＝加藤亮佑 KAKAZU 古矢航之介 喜田裕
也 佛淵和哉他 〈4300円〉 24・25日2時 26・27
日7時 31・1日2時／5時 他2時／7時開演 新宿
眼科画廊
※14回（12回／2回）
【東京】
HGC 「YUKUE―みつばち―」
7月25日㈰
脚本・演出＝せんす
出演＝ITSUMI 井路端健一 一明一人 生田朗子
平尾なつみ他 〈S席10800円 A席4800円 22歳以
下3800円〉 12時／4時開演 兵庫県立芸術文化セ
ンター・中ホール
※2回【兵庫】
ながさわ村 「why me?」
7月25日㈰
脚本・演出＝長澤英知
出演＝長澤英知 〈3500円〉 2時開演 日本橋社会
教育会館ホール
※1回【東京】
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劇団年輪 「Come on, Smile!!」
脚本・演出＝宮田信宏
出演＝宮田晴楓

清水あかね

大輔

山菜穂子他 〈900円〉 2時30分開演

うずめ劇場 「砂女」

7月25日㈰

演出＝入内嶋周一

尾澤佳彦

森

戸塚公会堂
※1回【神奈川】

7月27日㈫～29日㈭

脚本＝うずめ劇場 演出＝ペーター・ゲスナー
出演＝後藤まなみ 荒牧大道 松尾容子 藤澤友
長谷川亜弓他 〈5000円 学生3000円〉 27日7時
28日1時／7時 29日1時開演 調布市せんがわ劇場

※4回【東京】

ほりぶん 「これしき」
脚本・演出＝鎌田順也

7月27日㈫～8月1日㈰

出演＝川上友里 上田遥 川口雅子 木乃江祐希
新井雛子 〈3000円 1000円〉 30・31日3時／7時
30分

1日1時／5時

他7時30分開演

王子小劇場

※9回（7回／2回）
【東京】

秘密結社UZOUMZOU 「受付」
7月27日㈫～8月1日㈰
脚本＝別役実 演出＝久保井研
出演＝こねり翔 金松彩夏 〈5000円〉 27日7時30
分 1日3時 他3時／7時30分開演 雑遊
※10回（9回／1回）
【東京】
本多劇場グループ 「朗読劇『たかえ先生への手紙』」
7月27日㈫～8月1日㈰
脚本＝本田誠人 演出＝濱田龍司
出演＝南野陽子 山口智恵 小飯塚貴世江 大治幸
雄 長 峰 み の り 〈5500 円 ラ イ ブ 配 信 2800 円 〉
30・31 日 2 時 ／ 7 時 1 日 1 時 ／ 6 時 他 7 時 開 演
「劇」
小劇場
※9回（7回／2回）
【東京】
IN EASY MOTION 「闇の轍」
7月27日㈫～8月1日㈰
脚本・演出＝伊藤和重
出演＝加山徹 青木伸輔 伊藤武雄 田中隆志 佐
藤杏奈他 〈5500円 高校生以下3500円〉 29・31
日2時／7時 1日1時／5時 他7時開演 小劇場B1
※9回（7回／2回）
【東京】
シアターバイキング 「DONZOKO」

7月27日㈫～8月1日㈰
脚本＝和希太平 演出＝鼓太郎平
出演＝江上真悟 鈴木寿永吉 タッド櫻井 吉田祐
健 高 橋 弘 幸 他 〈5500 円 〉 29・30 日 2 時 ／ 7 時
31日2時／6時 1日12時／4時 他7時開演 萬劇

場

※10回（8回／2回）
【東京】

菅野臣太朗演劇倶楽部 「小劇場へ行こう！」
脚本・演出＝菅野臣太朗
出演＝吉田翔吾 神木優
戸慎士他 〈2000円

7月27日㈫～8月8日㈰

武田知大

2500円

池永亜美

船

3000円〉 31～2・4

日3時／5時／7時／9時 3・5日6時／8時 7日1時
／3時／5時／7時 8日1時／3時／7時 他7時30
分／9時開演
THEATER

シアターグリーン BOX in BOX
※37回（12回／25回）
【東京】

観劇三昧×Mixalive 「池袋ポップアップ劇場 Vol.4」
脚本・演出＝目崎剛

屋代秀樹他

7月28日㈬

出演＝沈ゆうこ 中村ナツ子 深谷晃成 もりみさ
き 佐藤新太他 〈3000円 ライブ配信2000円〉 7
時開演

Mixalive TOKYO・Hall Mixa

※1回【東京】

劇団俳協 「かいけつゾロリなぞのおたから大さく
せん！！」
7月28日㈬
原作＝原ゆたか 脚本＝永井寛孝 演出＝増田敦
出演＝吉高聡 田澤さやか 大出あゆみ 板垣果那
鈴 木 浩 之 他 〈3500 円 〉 11 時 30 分 開 演 な か の
ZERO
※1回【東京】
nezumi 「プラットホーム

PLAT HOME」
7月28日㈬
脚本＝高橋宏治 演出＝植村真
出演＝薬師寺典子 〈3000円〉 2時／7時開演 杉
並公会堂
※2回【東京】
jokers 「ツナガラレ」
7月28日㈬～8月1日㈰
脚本＝溝口優 演出＝島岡昌平
出演＝三井伸介 瀧啓祐 根来武志 瀬戸ひろみ
神谷奈津子他 〈3500円〉 30・31日2時／7時 1日
1時／5時 他7時開演 阿佐ヶ谷アルシェ
※8回（6回／2回）
【東京】
劇団第一主義 「死なない薬」
7月28日㈬～8月1日㈰
脚本＝岩橋貞典 演出＝沢渡健太郎
出演＝ことぶきつかさ 古田里美 村尾オサム 平

本 真 弓 上 田 裕 之 他 〈3000 円 〉 30 日 3 時 ／ 7 時
31日1時／5時 1日3時 他7時開演 未来ワーク
スタジオ
※7回（6回／1回）
【大阪】
劇団アルファー 「want to meet !」
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7月28日㈬～8月1日㈰

脚本・演出＝時風静恵
出演＝芹沢尚哉

あづみれいか

西条美咲

絲木建

汰 遠藤巧磨他 〈7500円 6000円〉 31日1時／6
時 1日2時 他2時／7時開演 シアターグリーン
BIG TREE THEATER
※9回（8回／1回）
【東京】
八福の神制作委員会 「八福の神」
7月28日㈬～8月1日㈰
脚本・演出＝浅野泰徳
出演＝天野眞隆 若菜太喜
31日1時／6時

時開演

演出＝大森博
山口良一

中原果南他 〈5500円

大森ヒロシ

25歳以下3800円

今拓哉

オンライ

ン配信チケット 3000 円〉 31・7 日 2 時／ 6 時 30 分
1・8日2時 3日2時／7時 他7時開演 ザ・スズ
ナリ
※15回（5回／10回）
【東京】
三栄町LIVE×fukui劇 「ラシーヌに告ぐ―舞台版―」
7月28日㈬～8月9日㈪

騎田悠暉

脚本・演出＝三栄町LIVE
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 30～1・6・8日2時

1日12時／4時30分

他2時／7

休演

バルスタジオ

一般席7000円〉 28日7

※9回（7回／2回）
【東京】

100点un・チョイス! 「#これで恋ができるなら」
7月28日㈬～8月1日㈰
脚本・演出＝相馬あこ
出演＝定本楓馬

出演＝田中真弓

稲岡志織

吉川依吹他 〈S席8300円
時

脚本＝故林広志

楠田亜衣奈

古賀成美

中尾太一

7日2時／6時

9日1時／5時

三栄町LIVE STAGE

他7時30分開演

3日

※14回（4回／10回）
【東京】

（有）ともだち企画 「ジャッジメント」
7月29日㈭～31日㈯
脚本・演出＝鹿目由紀
出演＝中井伸弥

丹羽智則

斉藤美七海

崎正宗

藤井凜華他 〈S席9500円 A席7000円〉 30日2時
／7時 31日1時／6時 1日12時／4時 他7時開演
CBGKシブゲキ‼
※8回（6回／2回）
【東京】

中里フランシスカマリ他 〈3300円〉 29日7時 30
日11時／5時／7時30分 31日11時／5時開演 千
種文化小劇場
※6回【愛知】

入江雅人グレート一人芝居 「パンクスタイル10」
7月28日㈬～8月1日㈰
脚本・演出＝入江雅人
出演＝入江雅人 〈3000円 2000円〉 31・1日5時
他7時開演 APOCシアター
※5回（4回／1回）
【東京】

トキヲイキル 「ほぼ、コドモ」
7月29日㈭～8月1日㈰
脚本・演出＝ヨウ手嶋
出演＝悠乃 井上真里奈 馬場阿紀子 仲藤涼花
脇野紗衣他 〈4000円〉 29日7時 30日2時／7時
31日1時／6時 1日12時／4時30分開演 ぽんプラ
ザホール
※7回（5回／2回）
【福岡】

言葉のアリア 「から騒ぎ」

7月28日㈬～8月2日㈪
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア 演出＝佐々木
雄太郎
出演＝シミズアスナ 水谷千尋 鈴原紗央 星乃彩
月 黒須みらい他 〈4500円〉 30日2時／7時 31・
1日1時／6時 2日2時 他7時開演 劇場MOMO
※9回（6回／3回）
【東京】

art18BUNCH企画 「ハムレット（とっとこ）」
7月29日㈭～8月1日㈰
脚本・演出＝ヒラザワタケル
出演＝天野莉世 上野りか 岡野きらら 久次米裕
子 小松弘季他 〈3500円〉 29日6時 1日1時 他
1時／6時開演 シアターグリーン BASE THEA
TER
※6回（5回／1回）
【東京】

dopeAdope 「サマーキーパー」
7月28日㈬～8月4日㈬
脚本・演出＝広瀬格
出演＝森大 林修司 山﨑雅志 長谷川太郎 ウチ
クリ内倉他 〈6500円〉 29・3日2時／7時 31・1

排気口 「午睡荘園」
7月29日㈭～8月1日㈰
脚本・演出＝菊地穂波
出演＝佐藤あきら 中村ボリ 坂本ヤマト 水野谷
みき ケンタウロス骨他 〈3500円 配信2500円〉
29日5時 他12時／5時開演 アルネ543

大森カンパニープロデュース 「更地1６」
7月28日㈬～8月8日㈰

なにわニコルソンズ 「サイレントBOMB！」
7月29日㈭～8月1日㈰
脚本・演出＝木下半太

日 1 時 ／ 6 時 4 日 12 時 ／ 4 時 他 7 時 開 演 サ ン
モールスタジオ
※13回（6回／7回）
【東京】

420

※7回（5回／2回）
【東京】
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出演＝天音亜里紗
苗

荒井あづみ

新井聖美

井筒佳

伊舞なおみ他 〈4000円〉 31・1日1時／5時

他7時開演

神戸三宮シアター・エートー

※6回（4回／2回）
【兵庫】

INDEPENDENT 「INDEPENDENT : 4thSeason
Selection / JAPAN TOUR」
脚本＝生田恵

山田百次他

洋他
出演＝石畑達哉

菊池佳南

7月29日㈭～8月1日㈰
演出＝渡辺陽 大迫旭
葉山太司

和田雄太郎

Χ梨ライヒ他 〈3500円〉 31・1日1時／3時30分
他7時開演

せんだい演劇工房10-BOX

※6回（4回／2回）
【宮城】

劇団ベイビーベイビーベイベー 「荒野のZ」
7月29日㈭～8月3日㈫
脚本・演出＝劇団ベイビーベイビーベイベー

出演＝劇団ベイビーベイビーベイベー 〈5000円〉
1・3日3時

他1時／6時開演 ザ・ポケット
※10回（6回／4回）
【東京】

太郎物語 「第一回太郎物語の準備体操」
7月30日㈮
脚本＝杏優 演出＝太郎物語
出演＝杏優 果音 〈1500円〉 4時／7時開演 パ
フォーミングギャラリー＆カフェ『絵空箱』
※2回【東京】
劇団身体ゲンゴロウ 「リトルボーイ&girl」
7月30日㈮～8月1日㈰
脚本・演出＝菅井啓汰 脚本＝武田朋也
出演＝岡田夏旺 浜崎祥多 加藤未星 武田朋也
柳町明里他 〈2500円〉 30日2時／7時30分 31日
1時／6時30分 1日1時／6時開演 テルプシコー
ル
※6回（4回／2回）
【東京】
ハトノス 「忘れ果てて」
7月30日㈮～8月1日㈰
脚本・演出＝青木文太朗
出演＝冨谷悠 遠藤瑞季 岡澤由佳 菅野大地 中
蒼 志 郎 〈3000 円 学 生 2000 円 〉 30 日 2 時 ／ 7 時
31日 2時／6時 1日11時／2 時 30 分開演 梅ヶ丘
BOX
※6回（4回／2回）
【東京】
お茶祭り企画 「ひとり語り芝居『セロ弾きのゴー
シュ』
」
7月30日㈮～8月1日㈰
脚本＝宮沢賢治 演出＝川島むー
出演＝川島むー 〈3000円 中高生1000円 小学生
無料〉 30日3時／7時20分 31日3時／7時 1日1

時／5時開演

space korallion

※6回（4回／2回）
【大阪】

ヨルノハテの劇場 「『芭蕉通夜舟』を読む」
7月30日㈮～8月1日㈰
脚本＝井上ひさし 演出＝塩野谷正幸 岡島哲也
出演＝塩野谷正幸
円〉 30日7時

丸山雄也

他3時開演

中野りんこ 〈1800

小劇場 楽園
※3回（2回／1回）
【東京】

ナイスコンプレックス 「12人の怒れる男」
脚本＝レジナルド・ローズ

7月30日㈮～8月1日㈰

演出＝キムラ真

出演＝東拓海 登野城佑真 上杉祥三 横井翔二郎
堀田怜央他 〈10000円 6500円〉 30日2時／6時45
分 31日1時／6時
芸術創造館

1日12時／4時開演 大阪市立
※6回（4回／2回）
【大阪】

※当公演は下記にて公演有り。

▼8月12日㈭～15日㈰ 〈6500円〉 14日1時／6時

15日12時／4時 他2時／6時45分開演 赤坂RED/
THEATER ※8回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「LIFE STAGE
―ENGISYA短篇戯曲集―」 7月30日㈮～8月5日㈭
脚本・演出＝大村未童
出演＝増倉佑美 岡田夏輝 大竹華 大地葵 ほう
夏子 〈1000円 オンライン配信1500円〉 7時開演
KISYURYURI THEATER
※7回（2回／5回）
【東京】
TAAC 「犇犇」
7月30日㈮～8月8日㈰
脚本・演出＝タカイアキフミ
出演＝鈴木勝大 西山聖了 永田紗茅 大塚宣幸
清水尚弥 〈5000 円 3800 円〉 31・7 日 3 時／ 7 時
1・8日1時 5日3時 他7時開演 3日休演 駅前
劇場
※11回（3回／8回）
【東京】
劇団普通 「病室」
7月30日㈮～8月8日㈰
脚本・演出＝石黒麻衣
出演＝用松亮 渡辺裕也 折原アキラ 小野ゆたか
函波窓他 〈3000円 高校生以下1000円〉 31・8日
2時 1・7日1時／6時 4日2時／7時 他7時開演
2日休演 三鷹市芸術文化センター 星のホール
※12回（2回／10回）
【東京】
オーストラ・マコンドー 「孤独」
7月30日㈮～8月8日㈰
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝カトウシンスケ 後藤剛範 梅舟惟永 坂元
421

演劇年鑑 2022

新

松永大輔他 〈4500円〉 31・1・3・7・8日2時

5日2時／7時
倉

他7時開演

プリエール 「マミィ！」
脚本・演出＝田村孝裕
出演＝熊谷真実

すみだパークシアター

※11回（2回／9回）
【東京】
7月30日㈮～8月8日㈰

佐藤B作

松金よね子

三津谷亮

宮﨑香蓮他 〈5800円 25歳以下4800円〉 31・1・
4・7・8 日 2 時 5 日 2 時 ／ 7 時 他 7 時 開 演 赤 坂
RED/THEATER
秦組 「方舟」

脚本・演出＝秦建日子

※11回（2回／9回）
【東京】
7月30日㈮～8月8日㈰

出演＝AMI 石井真司 今中美里 大島宏太 苅
羽悠他 〈7000円〉 31・1・7日1時／6時 3・4日1
時／7時

8日12時／5時

他7時開演 d-倉庫
※16回
（3回／13回）
【東京】

ユーキース・エンタテインメント 「五色ロケット

出演＝赤星マサノリ

岸本昌也

坂口修一

澤田誠

若旦那家康 〈2000円〉 31日11時／2時30分／6時
1日11時／2時30分開演 ウイングフィールド

※5回（3回／2回）
【大阪】

ツツシニウム 「フスマノオトン男子会、ツバメの
幸福会」

7月31日㈯・8月1日㈰

脚本・演出＝ツツシニウム
出演＝ツツシニウム 〈4000円〉 1時／5時30分開
演

ステージカフェ下北沢亭
※4回（2回／2回）
【東京】

エトエ 「サニー」

7月31日㈯・8月1日㈰

脚本・演出＝滑川喬樹
出演＝佐伯さち子 上埜すみれ

関原吏紗

しまだ

だーよ 川舩晃平他 〈2500円 小学生以下無料〉
31日2時／6時 1日2時開演 OFF OFFシアター

※3回（2回／1回）
【東京】

えんぴつ」
7月30日㈮～8月9日㈪
脚本＝園田英樹 演出＝星達也
出演＝七々原瑚子 暁矢薫 杉森はるな 北中僚介
神宮寺トシキ他 〈4000円〉 31・1・7・8日12時／
3 時 30 分 ／ 7 時 他 7 時 30 分 開 演 STUDIO ユ ー
キース
※18回
（4回／14回）
【大阪】

Social Theater 「福岡の三人姉妹」
7月31日㈯・8月1日㈰
原作＝アントン・チェーホフ 脚本＝北澤輝樹 演
出＝北澤輝樹
出演＝柳幸来 桜礼瑠愛 狸海 〈無料〉 3時開演
冷泉荘
※2回（1回／1回）
【福岡】

INAGO-DX 「イズミカル・ソング〜金魚鉢兄妹と
さすらいのエアギター、2021年宇宙へのうたたび〜」
7月31日㈯
脚本・演出＝武田宜裕
出演＝山田健太 中川綾子 武田宜裕 山広朋実
〈2000円〉 2時30分／5時30分開演 音楽喫茶・ヲ
ルガン座
※2回【東京】

水戸芸術館ACM劇場 「目指せ“ミュージカル水戸
黄門？”」
7月31日㈯・8月1日㈰
脚本＝井上桂 演出＝橋本昭博
出 演 ＝ 安 達 勇 人 加 藤 良 輔 神 田 真 紅 ICHI
TAKU他 〈S席5000円 A席4000円〉 31日2時／6
時30分 1日2時開演 水戸芸術館ACM劇場
※3回（2回／1回）
【茨城】

広田二口企画 「受付」
7月31日㈯
脚本＝別役実 演出＝広田ゆうみ
出演＝広田ゆうみ 二口大学 〈2000円 22歳以下
1000円〉 7時開演 津あけぼの座
※1回【三重】

音楽座ミュージカル/Rカンパニー 「JUST CLIM
AX」
7月31日㈯・8月1日㈰
脚本・演出＝ワームホールプロジェクト
出演＝音楽座ミュージカル/Rカンパニー 〈11000
円〉 11時／2時／5時開演 芹ヶ谷スタジオ
※6回（3回／3回）
【東京】

かわさき演劇まつり実行委員会 「冒険者たち―ガ
ンバと15ひきの仲間―」
7月31日㈯・8月1日㈰
脚本・演出＝大谷賢治郎
出演＝赤石園子 秋山みどり 安西学 安西美咲
飯久保知子他 〈2500円 子ども1000円 未就学児
無料〉 11時／4時開演

川崎市多摩市民館
※4回
（2回／2回）
【神奈川】

黒い犬 「犬のペスト」
7月31日㈯・8月1日㈰
脚本＝くるみざわしん 演出＝笠井友仁
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グンジョーブタイ 「あゆみ」
7月31日㈯・8月1日㈰
脚本＝柴幸男 演出＝深海哲哉

出演＝梅田麻衣 尾村美瞳 北木悠里 高石悠花
尾山咲乃他 〈3000円 25歳以下2000円 高校生以
下1000円 アーカイブ配信2000円〉 31日7時 1日
11時／3時／7時開演 まちづくり市民交流プラザ
※4回（1回／3回）
【広島】
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=9 「ヒューゴという男」
脚本・演出＝=9

7月31日㈯・8月1日㈰

出演＝=9 〈3000円 1500円〉 31日3時／7時
日1時／5時開演

1

中野スタジオあくとれ
※4回（2回／2回）
【東京】

きまぐれポニーテール 「King of Rock’n Roll」

7月31日㈯～8月7日㈯
脚本＝ミヤザキカヅヒサ 脚色＝里美ユリヲ 演出
＝遠藤洋平
出演＝足達泰雅

百餅

田諒希他 〈3000円
1日2時／6時

岩波岳洋

長谷川健太

吉

他7時30分開演

演

学生1500円〉 31日4時／8時

7日1時／5時

劇専用小劇場BLOCH ※11回（2回／9回）
【北海道】

8月
TremendousCircus 「怪綺談カーミラ」

8月1日㈰

脚本・演出＝田中円 演出＝知乃
出演＝文月映瑠 当山楓花 田中愛恵 en 知乃
他 〈3000円〉 12時／3時／6時開演 家劇場
※3回【東京】
劇団
「ここ」「マグロ漁船の王子たち」 8月1日㈰
脚本＝宮野慎太郎 演出＝立原岳
出演＝井木順二 立原岳 福田源太 〈1000円 高
校生以下500円〉 2時／6時開演 町田市民フォー
ラム
※2回【東京】
アニプレックス／トライフルエンターテインメント
「
『デュラララ‼』〜円首方足の章〜」
8月1日㈰～7日㈯
脚本＝高木登 演出＝毛利亘宏
出演＝橋本祥平 杉江大志 福島雪菜 佐野夏未
安西慎太郎他 〈9000円〉 1・7日1時／5時 3日2
時／7時 他7時開演 日本青年館ホール
※10回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月13日㈮～15日㈰ 〈9000円〉 13日7時 14日
1 時 ／ 5 時 15 日 1 時 開 演 名 古 屋 文 理 大 学 文 化
フォーラム・大ホール ※4回【愛知】
▼8月20日㈮～22日㈰ 〈9000円〉 20日2時／7時
他 1 時 ／ 5 時 開 演 COOL JAPAN PARK OSA
KA・WWホール

※6回
【大阪】

劇団やりたかった 「オズの魔法使い」
8月3日㈫～8日㈰
脚本＝かぐやまふたみち 演出＝山口将也

出演＝由來

苫米地琉七

隼人他 〈2500円

時／3時／7時開演

松田亜子

小学生50円

成田光沙

西

6歳以下5円〉 11

参宮橋TRANCE MISSION

※18回【東京】

劇団ココア 「魔女エステリーゼの事件簿」
脚本・演出＝小谷聡一郎
出演＝小倉萌 戸田侑樹

8月3日㈫～8日㈰

谷村桃花

あかしふうか

小手鞠衿佳他 〈4000円〉 5・6日3時／7時30分 7
日 1 時 ／ 6 時 8 日 12 時 ／ 5 時 他 7 時 30 分 開 演

「劇」小劇場

※10回【東京】

観劇三昧×Mixalive 「池袋ポップアップ劇場 Vol.5」
8月4日㈬
脚本・演出＝保坂萌 深谷晃成
出＝COROBUCHICA
出演＝コロ

宍泥美

あすみ他 〈3000円

つかてつお

脚本＝堀越涼
秋本雄基

演

小島

ライブ配信2000円〉 7時開演

Mixalive TOKYO・Hall Mixa

※1回【東京】

劇団龍門 「愛でる心」
8月4日㈬～8日㈰
脚本・演出＝村手龍太
出演＝村手龍太 水野淳之 椎名桂子 千寿 島崎
早貴他 〈4000円〉 4日7時 7日1時／6時 8日1
時／5時 他2時／7時開演 シアターシャイン
※9回【東京】
“STRAYDOG” 「夕凪の街 桜の国（東京）」
8月4日㈬～8日㈰
脚本・演出＝森岡利行
出演＝ “STRAYDOG” 〈S 席 9000 円 A 席 6500 円
18歳以下3500円〉 6・7日2時／7時 8日12時／4
時 他7時開演 CBGKシブゲキ‼
※8回【東京】
ノックノックス 「おぉーい。」 8月4日㈬～8日㈰
脚本・演出＝ヤストミフルタ
出演＝若菜 田野聖子 八代進一 〈4000円 中学
生以下無料〉 4日7時 8日2時 他2時／7時開演
テアトルBONBON
※8回【東京】
ACTOR’S TRIBE ZIPANG 「シーボルト父子伝
〜蒼い目のサムライ〜」
8月4日㈬～9日㈪
脚本・演出＝中野敦之

出演＝鳳恵弥 渡辺裕之 塩谷瞬 竹若元博 村川
翔一他 〈S席8000円 A席6000円〉 7・8日1時／5
時 9日12時／4時 他2時／6時開演 ブディスト
ホール
※12回【東京】
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劇団しようよ 「劇団しようよのスイミー」

出演＝天野なつ子

脚本＝レオ・レオニ

日2時

8月5日㈭

演出＝大原渉平

出演＝西村花織 川上唯 池下香織 葵とまと 海
国りん他 〈無料〉 10時30分開演 吹田市文化会
館・メイシアター・中ホール
※1回【大阪】
ノーコンタクツ 「ハリモトホタルと賢太の石〜笑
わす為なら手段を選ばず〜」
8月5日㈭～8日㈰
脚本・演出＝麻見拓斗
出演＝麻見拓斗 茗原直人

尾鷲知恵

あべあゆみ

鈴 木 俊 哉 他 〈4500 円 〉 5 日 7 時 8 日 12 時 ／ 2 時
他1時／7時開演

萬劇場

※7回【東京】

熊谷夏希

近藤輝

鈴木みや他 〈4000円〉 5日2時／7時
他2時／6時開演

劇場MOMO

清水智波

6日7時

8

※8回【東京】

feblaboプロデュース 「Who’s it? 〜ニューヨー
クの日本人〜」

脚本＝麻草郁
出演＝河西凜

8月5日㈭～10日㈫

演出＝池田智哉
金田一央紀 久保田伶奈

小松有彩

坂井可南子他 〈3300円 22歳以下2000円 18歳以
下1500円〉 7・9・10日2時／7時 8日2時 他7時
30分開演

新宿シアター・ミラクル

※9回【東京】

WORLD of the CHARACTERS 「始まりの魔

さいたまネクスト・シアター最終公演 「雨花のけ
もの」
8月5日㈭～15日㈰

出演＝白石みずほ

歳以下3000円〉 5・6・13日6時30分

女と終わりの時」
脚本・演出＝池多祐樹

8月5日㈭～8日㈰
脚本＝山下若菜

熊谷知花

橘さり他 〈S席14800円

山下若菜

赤井玲香

A席4800円〉 5日7時

6

日2時／7時 7日2時／6時 8日1時／5時開演 ア
トリエファンファーレ東新宿
※7回【東京】
ラナハウス／シーエイティプロデュース 「プリン
ス・オブ・マーメイド〜海からの2000年後のおく
りもの〜」
8月5日㈭～8日㈰
脚本＝清水東 演出＝多田誠
出演＝林翔太 七木奏音 彩吹真央 津田英佑 植
本純米他 〈8000円〉 5日2時／6時 6日2時 他
12時／4時開演 こくみん共済 coop ホール／ス
ペース・ゼロ
※7回【東京】
蓮×歌 「新編 ロミオとジュリエット―薔薇の名
は―」
8月5日㈭～8日㈰
原作＝ウィリアム・シェイクスピア 脚色・演出＝
時雨らら
出演＝江添皓三郎 千綿勇平 はらみか 筒井咲惠
椿木沙也加他 〈6500円〉 他2時／7時 8日12時／
4時開演 ザ・ポケット
※8回【東京】
かるがも団地 「意味なしサチコ、三度目の朝」
8月5日㈭～8日㈰
脚本・演出＝藤田恭輔
出演＝波多野伶奈 村上弦 北林佑基 大西薫 板
場充樹他 〈3000円 学生2700円 高校生以下1000

円〉 5日7時15分 6日2時／7時15分 7日2時／6
時 8日1時／5時開演 王子小劇場
※7回【東京】
Nana Produce 「朝を纏う」 8月5日㈭～9日㈪
脚本＝堀之内良太 演出＝浜谷康幸
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脚本＝細川洋平 演出＝岩松了
出演＝さいたまネクスト・シアター 〈4000円
分／6時30分

他1時30分開演

さいたま芸術劇場・小ホール
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14日1時30

10日休演

彩の国

※11回【埼玉】

移動演劇桜隊平和祈念会 「朗読劇『ヒロシマ』」
8月6日㈮
脚本・演出＝青田いずみ
出演＝常盤貴子 窪塚俊介 小磯一斉 椎名友樹
馬場太史他 〈2000円 高校生以下1000円〉 10時
開演 五百羅漢寺
※1回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月7日㈯ 〈2000円 高校生以下1000円〉 2時開
演 内幸町ホール ※1回【東京】
Ova9 「Necessary Targets 〜ボスニアに咲く
花〜」
8月6日㈮・7日㈯
脚本＝イヴ・エンスラー 演出＝若尾明子
出演＝山上優 松熊つる松 ひがし由貴 上野裕子
小谷佳加他 〈4300円〉 6日6時 7日1時／5時開
演 SPACE EDGE
※3回【東京】
舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会 「東京リベ
ンチャーズ」
8月6日㈮～8日㈰
脚本・演出＝伊勢直弘
出演＝木津つばさ 花瀬琴音 野口準 松田凌 陳
内将他 〈13000円 10500円〉 6日5時 7日12時／
5時 8日12時／4時開演 COOL JAPAN PARK

OSAKA・WWホール
※5回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月12日㈭～14日㈯ 〈13000円 10500円〉 12
日5時 13日12時／5時 14日12時／4時開演 日
本青年館ホール ※5回【東京】

演劇年鑑 2022

▼8月19日㈭～22日㈰ 〈13000円
日5時

22 日 12 時 ／ 4 時

Zepp Yokohama

10500円〉 19

他 12 時 ／ 5 時 開 演 KT

※7回【神奈川】

ガチャ×2企画 「こんなストーリーってありです
か？Part②」
8月6日㈮～8日㈰
脚本・演出＝比嘉ニッコ

出演＝比嘉ニッコ 飯塚志織 花梨 こうのゆうか
須山朱里他 〈4000円〉 8日1時／5時 他2時／7
時開演

赤坂CHANCEシアター

※6回【東京】

トリコ・Aプロデュース 「へそで、嗅ぐ」
脚本・演出＝山口茜
出演＝豊島由香 福角幸子

8月6日㈮～8日㈰

高杉征司

芦谷康介

達矢他 〈3500円 65歳以上・障碍者とその介助者
3000円 24歳以下1500円〉 6日7時 7日1時30分
／6時

8日1時30分開演 茨木市市民総合センター

※4回【大阪】

Orgel Theatre 「Unplayed Lullaby」
8月6日㈮～9日㈪
脚本・演出＝Steven J Martin
出演＝阿久澤菜々 伊藤梢 〈3000円 学生2000
円〉 6日7時 9日2時 他2時／6時開演 新宿眼
科画廊
※6回【東京】
北海道演劇財団 「ねむり姫」
8月6日㈮～9日㈪
脚本・演出＝清水友陽
出演＝磯貝圭子 熊木志保 常本亜実 常本亜実
櫻井ヒロ 〈2000円 中高生1000円 小学生500円
未就学児無料〉 6日7時 9日3時 他11時／3時開
演 扇谷記念スタジオ・シアターZOO
※6回【北海道】
舞台
『モブサイコ100』製作委員会 「『モブサイコ
100』
」
8月6日㈮～15日㈰
脚本・演出＝川尻恵太
出演＝伊藤節生 河原田巧也 松本岳 なだぎ武
永田聖一朗他 〈11000円 8000円〉 7・8・12・14
日1時／6時 15日12時／5時 他6時開演 10日休
演 ヒューリックホール東京
※14回【東京】
劇団はみだしぼっち 「一人芝居『ながそで。』」

8月7日㈯
脚本・演出＝渡部佑美
出演＝もりしまりお 〈配信チケット2000円〉 9時
開演 小劇場メルシアーク神楽坂
※1回【東京】

劇団・風紀委員会 「庭園の何処かに潜伏していると
仮定される盗賊の行方に関する一考察〜羽柴邸に於
ける旧ロマノフ家のダイヤ六顆盗難事件を基に〜」

8月7日㈯・8日㈰
脚本＝江戸川乱歩 遠藤雄史 演出＝加藤源広
出演＝三浦貴之 狩野亨 高野ひとみ 三谷仁人
阿部菜摘 〈1500円

学生500円〉 7日7時

盛岡劇場・タウンホール

時開演

8日11

※2回【岩手】

大部恭平一人芝居 「おぶがたり」
8月7日㈯・8日㈰
脚本・演出＝朱木雀空

出演＝大部恭平 〈4000円〉 1時／5時開演
桜ホール

劇団UZ 「狼煙の豚」
脚本・演出＝伊豆野眸
出演＝上松知史

8月7日㈯・8日㈰

川崎樹杏

7 日 1 時 30 分 ／ 6 時 30 分
シアターねこ

千本

※4回【東京】

新上貴美 〈2500円〉

8 日 11 時 30 分 ／ 4 時 開 演

※4回【愛媛】

劇団しばいぬ 「この生は受け入れがたし」
8月7日㈯・8日㈰
脚本＝平田オリザ 演出＝夏坂俊也
出演＝大坪ゆうき 岡村祐作 河村瞳 田原かおり
山内朋美 〈1500円 18歳以下500円〉 7日2時／6
時 8日11時／3時開演 いわてアートサポートセ
ンター・風のスタジオ
※4回【岩手】
いいむろなおきマイムカンパニー 「かえるの？王
子さま」
8月7日㈯・8日㈰
脚本・演出＝いいむろなおき
出演＝田中啓介 三浦求 谷啓吾 羽田兎桃 いい
むろなおき 〈2500円 子ども1500円〉 11時／3時
開演 AI・HALL
※4回【兵庫】
GoldFishTheatre 「GFT版 贋作・桜の森の満開
の下」
8月7日㈯・8日㈰
脚本・演出＝サリngROCK
出演＝突劇金魚 〈3300円〉 11時20分／2時10分／
5時開演 大阪市立芸術創造館
※6回【大阪】
犬猫会 「前夜」
8月7日㈯～9日㈪
脚本＝山猫智代 演出＝犬野玲子

出演＝吉田みずほ 村山かおり 鹿島涼 山下智代
他 〈3500円 30歳以下3000円 学生1000円 小学
生 500円〉 9日5時 他5時／7時30分開演 岡崎
慎司フットサルフィールド
※5回【神奈川】
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ELEVEN NINES 「プラセボ／アレルギー」
脚本・演出＝納谷真大

8月7日㈯～14日㈯

出演＝納谷真大 明逸人 小島達子 上總真奈 東
李苑他 〈3000円 学生1500円〉 7日6時 9・11・
13日7時30分 10・12日2時／7時30分 他2時／6
時開演

生活支援型文化施設コンカリーニョ

※12回【北海道】

Jr.ミュージカルカンパニー
『ミュージェルKOBE』
「『明日も恋する人魚姫』〜夏の発表会〜」
脚本＝大石れいか

演出＝菱田信也

8月8日㈰

※当公演は下記にて公演有り。

▼9月23日㈭～27日㈪ 〈3500円〉 23日3時30分／
7時

24日7時

ゴラ劇場

他11時30分／3時30分

※9回【東京】

こまばア

コメディアス 「段差インザダーク」
脚本・演出＝鈴木あいれ
出演＝池田輝樹 岩崎航

8月11日㈬～15日㈰

小山允久

佐藤廉

武長

慧 介 他 〈3000 円 学 生 2500 円 〉 13 日 3 時 ／ 7 時
14・15日1時／5時 他7時開演 こまばアゴラ劇場

※8回【東京】

出演＝伊麻莉 Waco 麟 saku Yumi他 〈2500
円〉 3時開演 神戸三宮シアター・エートー

東京印 「げんせんじゃ〜！〜宝や旅館〜2021」
8月11日㈬～15日㈰

三条会 「楽屋〜流れ去るものはやがてなつかしき〜」

田口司他 〈8000円〉 13日2時／7時

14日1時／6

‼

※8回【東京】

※1回【兵庫】

8月8日㈰

脚本＝清水邦夫 演出＝関美能留
出演＝大倉マヤ 大谷ひかる 立崎真紀子 伊藤紫
央里 〈入場無料〉 4時開演 千葉市生涯学習セン
ター ホール
※1回【千葉】
劇団トキワ 「俺の結婚を止めろ！／恋する大正浪
漫」
8月8日㈰・9日㈪
脚本・演出＝劇団トキワ
出演＝劇団トキワ 〈4000円〉 1時／5時30分開演
中野スタジオあくとれ
※4回【東京】

脚本・演出＝長戸勝彦
出演＝渡辺和貴 鷲尾修斗
時

15日12時／4時

佐藤智広

栗原大河

他7時開演 CBGKシブゲキ

danke 「CHANGE」
8月11日㈬～15日㈰
脚本・演出＝小島夕侑
出演＝小島夕侑 吉川政博 大橋葉月 成田圭吾
豊川久仁他 〈5000円〉 13・14日1時／6時 15日
12時／4時30分 他2時／7時開演 萬劇場
※10回【東京】

柿喰う客 「へんてこレストラン」
8月9日㈪
脚本・演出＝中屋敷法仁
出演＝深谷由梨香 永島敬三 大村わたる 葉丸あ
すか 〈2500円〉 1時30分開演 ハートピア春江
※1回【福井】

佐藤佐吉演劇祭実行委員会 「ガムガムファイター」
8月11日㈬～15日㈰
脚本＝池田美樹 演出＝井上瑠菜
出演＝安東信助 井内ミワク 小川夏鈴 鈴木研
阿部公平他 〈3500円 25歳以下2500円 18歳以下
500円〉 12日2時／7時 14日1時／6時 15日12時
／5時 他7時開演 王子小劇場
※8回【東京】

SFIDA ENTERTAINMENT 「カウンターバリュー・
ペインテッド2021」
8月10日㈫～15日㈰
脚本＝細川博司 演出＝郷拓真
出演＝吉田明加 白宮奈々他 〈6500円〉 12・14
日2時／7時 15日12時／4時 他7時開演 13日公
演中止 劇場HOPE
※8回【東京】

三ツ星キッチン 「LOVE」
8月11日㈬～15日㈰
脚本・演出＝上條恒
出演＝吉田要士 伊阪達也 松永一哉 髙畑岬 上
條恒他 〈7000円〉 14日1時／5時30分 15日11時
30 分 ／ 3 時 30 分 他 2 時 ／ 6 時 30 分 開 演 ザ・ ポ
ケット
※10回【東京】

コトリ会議 「スーパーポチ」 8月11日㈬～14日㈯

ハイバイ 「ヒッキー・カンクーントルネード」

脚本・演出＝山本正典
出演＝三ヶ日晩 花屋敷鴨 原竹志 まえかつと
山本正典他 〈3500円〉 14日11時30分／3時30分
他3時30分／7時30分開演 Art Theater dB 神戸
※8回【兵庫】
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8月11日㈬～26日㈭
脚本・演出＝岩井秀人
出演＝富川一人 藤谷理子 藤村聖子 町田悠宇
山 脇 辰 哉 他 〈4500 円 学 生 2500 円 〉 14・15・
21・22日2時／6時 18・19日2時／7時30分 26日
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2時

他7時30分開演

クギャラリーささや

16・23日休演

※当公演は下記にて公演有り。

すみだパー

※20回【東京】

▼9月4日㈯・5日㈰ 〈4000円 大学・専門学生以
下2000円〉 4日6時 5日1時開演 高知県立県民文
化ホール・オレンジホール ※2回【高知】

▼ 9 月 19 日 ㈰・20 日 ㈪ 〈3500 円 25 歳 以 下 2000

円〉 2時開演
【北海道】

クリエイティブスタジオ

※2回

脚本＝ビト

演出＝内田達也

出演＝河波哲平

北野秀気

坂口美紅他 〈4000円

楠木健吾

22歳以下3500円

近藤輝一
高校生以

下1000円〉 15日12時／4時30分 他12時30分／5
時30分開演 大阪市立芸術創造館
※6回【大阪】
WizArt 「只今 学園祭準備中!!」

8月13日㈮～15日㈰

脚本・演出＝秋野志野

DULL-COLORED POP 「丘の上、ねむのき産婦

出演＝大浪嘉仁 緑川良介 南葉月 大澤杏樹 北
雪他 〈5000円 4500円 アーカイブ視聴3000円〉

脚本・演出＝谷賢一

能劇場・小劇場

人科」

8月11日㈬～29日㈰

出演＝東谷英人 内田倭史 大内彩加 倉橋愛実
塚越健一他 〈4000円 学生3000円 配信チケット
3300円〉 14・21・28日1時／6時 15・22・29日1
時 17・19・24・26 日 2 時／ 7 時 他 7 時開演 13・
18・25日休演

ザ・スズナリ

※当公演は下記にて公演有り。

※13回【東京】

▼9月1日㈬～5日㈰ 〈4000円 学生3000円 配信
チケット3300円〉 3日2時／7時 4日1時／6時 5
日 1 時 他 7 時 開 演 in → dependent theatre
2nd ※7回
【大阪】
劇団演氣舎TRY公演 「MUSE」
8月12日㈭～14日㈯
脚本・演出＝大村未童
出演＝大地葵 中村蓮 宮谷多楽 大村未童
〈2800円〉 5時開演 古民家cafeのらのら
※3回【東京】
エウレカ座 「ソメイヨシノ」 8月12日㈭～15日㈰
脚本・演出＝ゴブリン串田
出演＝飯田菜々 椎名香奈江 鳥居きらら 青木蓮
水 雨宮みき他 〈7000円 4000円〉 12日6時30分
13日1時／6時30分 他1時／5時開演 シアター
711
※7回【東京】

15日12時／4時

他2時30分／7時開演

武蔵野芸

※6回【東京】

劇団東京乾電池 「ホクロ・ソーセーヂ」
「ヂオロオ
グ・プランタニエ」
脚本＝別役実 岸田國士
出演＝谷川昭一朗

8月13日㈮～15日㈰
演出＝柄本明

杉山恵一

岡部尚

前田亮輔他 〈2000円〉 13日2時／6時
2時／5時開演

アトリエ乾電池

川崎勇人

他11時／

※8回【東京】

東京DP 「うのうえうえ」
8月13日㈮～15日㈰
脚本・演出＝井上悠介
出演＝井上悠介 〈2500円 24歳以下2300円 高校
生 1500 円 有料配信チケット 1300 円〉 13 日 7 時
14 日 3 時 ／ 7 時 15 日 3 時 開 演 演 劇 専 用 小 劇 場
BLOCH
※4回【北海道】
アナログ饅頭 「TAKE2

タケタケ」
8月13日㈮～17日㈫
演出＝中村葉月 西岡サヤ 藤井

脚本＝向井友里
ちより
出演＝中村葉月 西岡サヤ 藤井ちより 南美瑠
山田あきひろ 〈2000円 高校生以下1500円〉 15
日5時30分 他8時開演 16日休演 北池袋・新生
館シアター
※4回【東京】

おぼんろ 「瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢を
うたった」
8月12日㈭～17日㈫
脚本・演出＝末原拓馬
出演＝さひがしジュンペイ 塩崎こうせい 末原拓
馬 わかばやしめぐみ 高橋倫平 〈10000円 7500
円 18歳以下4000円〉 12日6時 15日1時 17日

EPOCH MAN 「オーレリアンの兄妹」
8月13日㈮～22日㈰
脚本・演出＝小沢道成
出演＝小沢道成 中村中 〈4500円 22歳以下2200
円〉 14・21日2時／6時 15・22日2時 16・18・
19日2時／7時 他7時開演 17日休演 駅前劇場
※14回【東京】

芝居処 華ヨタ 「待って、待ってる、待って、待って
た、待って、待たない。
」
8月13日㈮～15日㈰

演劇ユニットぶんぶくちゃがま 「チェンジ！」
8月14日㈯・15日㈰
脚本・演出＝ヤムチャニラ
出演＝有明コロ美 石栅セキ おおたけ 城野史香

12 時 ／ 5 時 他 1 時 ／ 6 時 開 演 Mixalive TOK
YO・Theater Mixa
※10回【東京】
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須藤瑠誠他 〈1500円

学生1000円〉 14日2時／7

時 15日1時／5時30分開演
れ

中野スタジオあくと

※4回【東京】

演劇計画プラネットナンバー 「エレベーターガー
ル―宇宙行き―」
8月14日㈯・15日㈰
原案・脚色＝清水咲歩

脚本＝秋田美有

渚ひろむ

出演＝今野裕一郎
子 〈2000円

14日6時30分
30分開演

NPO法人文化活動支援会まつり 「続・かぐや姫」

かでるホール

脚本・演出＝奥野雅嵩
出演＝牧野ほの花 伊藤経彰

8月14日㈯・15日㈰

澁谷綾香

上田礼花

相原水輝他 〈2000円 大学生1000円 小中高生無
料〉 2時30分開演 川越南文化会館（ジョイフル）

※2回【埼玉】

髙山植物園 「はしるふたり」 8月14日㈯・15日㈰
脚本・演出＝髙山さなえ 坂手洋二 脚本＝清水弥
生
出演＝大島葉子 大西孝洋 〈2500 円 25 歳以下
1500 円〉 14 日 4 時 30 分／ 7 時 30 分 15 日 2 時開演
犀の角
※2回【長野】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月17日㈫ 〈4000円 25歳以下2000円〉 2時／
6時開演 人宿町やどりぎ座 ※2回【静岡】
▼8月20日㈮～26日㈭ 〈2500円 25歳以下1500
円〉 21・22・24・26 日 3 時 他 7 時開演 梅ヶ丘
BOX ※7回
【東京】
創作集団極東上演社 「ゲキダン！〜テクノロジー
の惑星から愛の使者がやってきた〜」
8月14日㈯・15日㈰
脚本・演出＝創作集団極東上演社
出演＝創作集団極東上演社 〈3400円〉 14日2時／
6 時 15 日 11 時 30 分／ 3 時開演 アトリエファン
ファーレ東新宿
※4回【東京】
ヨルノハテの劇場 「
『棲家』
を読む」
8月14日㈯・15日㈰
脚本＝大田省吾 演出＝中野敦之
出演＝龍昇 浅野令子 〈1500円〉 3時開演 プロ
ト・シアター

※2回【東京】

バストリオ 「黒と白と幽霊たち」
8月14日㈯～16日㈪
脚本＝今野裕一郎 演出＝松本一哉
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橋本和加

15日1時30分／6時30分

16日6時

未就学児無料〉
※4回【北海道】

もえぎ色 「BIG Singer Glorious」
脚本＝深浦佑太
出演＝光燿萌希

※6回【大阪】

坂藤加菜

旧役場庁舎1F

出演＝森下愛梨 〈1800円 学生1500円〉 14日11
時／2時／5時／7時30分 15日11時／2時開演 路
地裏実験劇場T-６

菊沢将憲

中学生以下1000円

8月14日㈯～21日㈯

演出＝光燿萌希
国門紋朱 蝦名紗友水

西村海羽

唯 斗 他 〈3000 円 学 生 1500 円 〉 14 日 2 時 ／ 6 時
15・21 日 11 時／ 3 時 16 日 1 時／ 6 時 他 6 時開演

※12回【北海道】

橋沢進一 「コント55号に憧れて55歳になりまし
た」
8月15日㈰
脚本・演出＝橋沢進一
出演＝グレート義太夫
口ふで
場B1

渡辺一哉

永野百合香

吉田潔他 〈5500円〉 5時55分開演

関

小劇

※1回【東京】

ユニバーサルアーティスト株式会社 「ザ・パキラ
〜善と悪 光と闇の物語〜」 8月15日㈰～17日㈫
脚本・演出＝ユニバーサルアーティスト株式会社
出演＝ユニバーサルアーティスト株式会社 〈S席
12000 円 A 席 10000 円 B 席 7000 円〉 15・16 日 1
時 30 分 ／ 5 時 30 分 17 日 2 時 30 分 開 演 THEAT
RE1010
※5回【東京】
劇団アルファー 「爺さんの空」
8月16日㈪
脚本＝時風静恵 演出＝すやとしのり
出演＝洲矢新吾 和田洋一 上地大星 遠藤巧磨
江添皓三郎他 〈6000円〉 1時／5時開演 野方区
民ホール
※2回【東京】
はらみかプロデュース 「ODEN〜祭りの陣〜」
8月16日㈪～22日㈰
脚本＝益永あずみ 演出＝はらみか
出演＝はらみか モリマリコ 中井杏奈 筒井那緒
井上麗夢他 〈5000円〉 21・22日1時／6時 他7時
開演 πTOKYO
※9回【東京】
少女歌劇団ミモザーヌ 「Romance〜恋するよう
に〜」
8月17日㈫
脚本・演出＝少女歌劇団ミモザーヌ

出演＝少女歌劇団ミモザーヌ 〈4000円〉 11時30
分／4時30分開演 なかのZERO
※2回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月20日㈮ 〈4000円〉 11時30分／4時30分 東
大阪市文化創造館・小ホール ※2回【大阪】
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（公財）富山市民文化事業団 「ヒャクマンベン+マ
リコウジ」

8月17日㈫・18日㈬

脚本・演出＝茂山童司

出演＝茂山千五郎 茂山宗彦 茂山茂 茂山逸平
茂山千之丞 〈4000円 25歳以下1000円〉 17日7時
18日2時開演 富山市芸術文化ホール ※2回【富山】
FREE
（S）「Letter2021」
脚本・演出＝下出丞一

8月17日㈫～22日㈰

出演＝久下恭平 花澤美紅 井関友香 林貴子 湯
口智行他 〈7000円 4800円 ライブ配信チケット
3500円〉 20日3時／7時
他7時開演

ザ・ポケット

21日2時／6時

22日1時

※8回【東京】

★☆北区AKT STAGE 「売春捜査官」
脚本＝つかこうへい
出演＝鈴木彩乃

8月17日㈫～22日㈰
演出＝松本有樹純

時津真人

大江裕斗

〈3800円〉 18日2時 21日1時／6時

鈴木利典

22日1時

他

7時開演 シアター711
※7回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼8月28日㈯・29日㈰ 〈3300円〉 28日1時／7時
29日12時開演 SPACE9 ※3回【大阪】
▼9月2日㈭～5日㈰ 〈3300円〉 4日1時／6時 5
日1時 他7時開演 はっちシアター2 ※5回
【青
森】

Alexandrite Stage 「Angry12」
8月17日㈫～22日㈰
脚本・演出＝野口大輔 岩永ゆい 小出侑門
出演＝Alexandrite Stage 〈8300円 6800円 5300
円〉 20・21日1時30分／6時30分 22日12時／4時
30分 他6時30分開演 中目黒キンケロ・シアター
※9回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 8 月 24 日 ㈫ ～ 29 日 ㈰ 〈8300 円 6800 円 5300
円〉 27・28日1時30分／6時30分 29日12時／4時
30分 他6時30分開演 シアター風姿花伝 ※9回
【東京】
演劇集団イルカボーイズ 「鱗と肌」
8月17日㈫～22日㈰
脚本＝えのもとぐりむ 演出＝咲田雄作
出演＝土居健蔵 佐田正樹 春見しんや 小夏つむ

ぎ 実月いま他 〈7000円 5500円〉 20・21日1時
30 分 ／ 6 時 30 分 22 日 2 時 30 分 他 6 時 30 分 開 演
小劇場B1
※8回【東京】
カタリスト交響朗読劇 「空のハモニカ 〜私がみ

すゞだった頃のこと」

脚本＝長田育恵

出演＝石村みか

8月18日㈬・19日㈭

演出＝扇田拓也
今泉舞

大場泰正

高畑こと美

中田春介他 〈3500円〉 18日5時30分 19日11時
／4時開演 横浜市泉区民文化センター・テアトル
フォンテ
※3回【神奈川】
白虹劇団 「水仙によせて」
脚本・演出＝鶴川里香

8月18日㈬・19日㈭

出演＝中嶋尚哉 菊地嶺 〈指定席4500円 自由席
3900円〉 18日2時／6時30分 19日2時／6時開演
カメリアホール

※4回【東京】

劇団たいしゅう小説家 「『湯もみガールズⅦ』〜晩
夏もゆったり営業中？！〜」 8月18日㈬～21日㈯
脚本＝高梨由 演出＝平野勲人
出演＝中﨑絵梨奈 中﨑絵梨奈
優

6時

磯原杏華

鈴木祐大他 〈6500円〉 18日7時
他2時／7時開演

萬劇場

井上未

21日12時／

※7回【東京】

ツキヨカラス 「あの日も月は綺麗でした」
8月18日㈬～22日㈰
脚本＝清水康栄 演出＝彩月紗衣
出演＝鹿島渚 金田一彩歌 たぐちちひろ みつお
み 山口旺人他 〈4000円 22歳以下3500円〉 20
日3時30分／7時20分 21日2時／6時 22日1時／
5時 他7時20分開演 バルスタジオ ※8回【東京】
道産子と越後人 「道産子と越後人」
8月18日㈬～22日㈰
脚本・演出＝ニシオカ・ト・ニール 有働佳史 脚
本＝蓬莱竜太 演出＝道産子と越後人
出演＝犬飼淳治 津村知与支 清水伸 〈4000円〉
18 日 7 時 21・22 日 1 時 ／ 5 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演
OFF OFFシアター
※9回【東京】
人形劇団ひとみ座 「かわいいサルマ」
8月18日㈬～22日㈰
脚本＝田坂晴男 演出＝知念正文
出演＝人形劇団ひとみ座 劇団AFRICA 〈3000円
子ども2400円〉 18日2時 21日11時 他11時／2
時開演 横浜市教育会館ホール《エコーレ》
※8回【神奈川】
世田谷シルク 「跡 2020」
8月18日㈬～22日㈰
脚本・演出＝堀川炎
出演＝堀川炎 〈3000円〉 18日7時 19日4時／7
時 22日11時／1時／4時 他1時／4時／7時開演
ギャラリーLE DECO
※12回【東京】
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劇団四日目四回目 「深海メダカ」

in BOX THEATER

脚本・演出＝旦妃奈乃

TEAM IMITATION 「ジャングル・ジャンクショ

8月18日㈬～22日㈰

※7回【東京】

出演＝越石裕貴 椎名陸斗 鈴木彩愛 旦妃奈乃
新野朱音他 〈1800円 学生1500円〉 18日6時 21
日12時／3時／6時 他2時／6時開演 イズモギャ

ン」
8月19日㈭～22日㈰
脚本・演出＝TEAM IMITATION
出演＝藍星良 網倉理奈 上田尋 咲田夏美 長嶺

wordleafproject 「Cloudy World」

料〉 19日6時 20日2時／6時
開演 スタジオ「HIKARI」

ラリー

※10回【東京】

脚本＝佐渡ツムジ
出演＝ZiZi

8月18日㈬～22日㈰
演出＝梶原槙人

山下華蓮

山内志織

史 他 〈4000 円 〉 18 日 6 時 30 分
他2時／6時30分開演
THEATER

山口翼

河内耕

22 日 12 時 ／ 4 時

シアターグリーン BASE
※9回【東京】

海ねこ症候群 「袖を絞る朝」 8月19日㈭～22日㈰
脚本＝坪田実澪

出演＝坪田実澪

演出＝作井麻衣子
河合陽花

舩越はむ

井筒彩夏

渡邉成美他 〈3500円 学生2800円〉 18日6時 22
日1時 他1時／6時開演 中野スタジオあくとれ
※6回【東京】
ムニ・宮﨑企画 「カメラ・ラブズ・ミー！」
8月19日㈭～22日㈰
脚本・演出＝宮崎玲奈
出演＝石渡愛 南風盛もえ 藤家矢麻刀 黒澤多生
伊藤拓他 〈2000円〉 21日2時／5時／7時 22日1
時／4時 他2時／7時開演 こまばアゴラ劇場
※9回【東京】
オイスターズ 「日本語私辞典」
8月19日㈭～22日㈰
脚本・演出＝平塚直隆
出演＝中尾達也 田内康介 芝原啓成 平塚直隆
秋葉七海他 〈3300円 25歳以下2300円 高校生以
下1000円 配信チケット2000円〉 21日2時／6時
22日11時／3時 他7時30分開演 ささしまスタジ
オ
※6回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼9月5日㈰ 〈1000円 小中高生500円〉 2時開演
富良野演劇工場 ※1回
【北海道】
スタジオエッグス 「カケル!〜糧と崖と賭け…の果

て?〜」
8月19日㈭～22日㈰
脚本・演出＝永井寛孝
出演＝こ～すけ EntertainerHi2 阿比留大樹 高
島洋樹 PESTRiCA 〈5000円〉 19日7時 20日2時
／7時 他1時／5時開演 シアターグリーン BOX
430

慧他 〈4500円

25歳以下3000円

高校生以下無

他12時30分／5時
※7回【神奈川】

劇団fool 「雨―AME―もう一度歩き出す物語・
弐」

脚本・演出＝溝口優

8月19日㈭～22日㈰

出演＝花田千紘 增井豪 小澤瑞季 山田盛生 星
広行他 〈3500円 5000円〉 19日6時 22日1時／
5時

他2時／6時開演

武蔵野芸能劇場・小劇場
※7回【東京】

劇団「劇団」「『スプライサー』／『ヒットマンズ』」

8月19日㈭～23日㈪
脚本＝小西透太 さいとうひろき 演出＝古川剛充
中路輝
出演＝植木歩生子 中路輝 さいとうひろき 松田
悠 藤原裕史他 〈4000円〉 21・22日12時／3時／
6時 23日12時／3時 他6時開演 ウイングフィー
ルド
※10回【大阪】

TEAM RevArt 「恋砂―れんさ―」
8月19日㈭～24日㈫
脚本・演出＝男澤博基
出演＝中崎りつか 初鹿野菜月 田中杏佳 男澤博
基 西内琢馬他 〈4800円〉 23日1時／5時 24日
12時／4時 他2時／6時30分開演 テアトルBON
BON
※12回【東京】
ア フ タ ー ト ー ク

札幌座 「劇後鼎談」

8月19日㈭～25日㈬
脚本・演出＝斎藤歩
出演＝斎藤歩 西田薫 泉陽二 磯貝圭子 熊木志
保他 〈3500円 学生1800円 高校生以下1200円〉
20・21・24・25日2時／7時 23日7時 他2時開演
扇谷記念スタジオ・シアターZOO
※11回【北海道】
劇団ちゃうかちゃわん 「ワクチンって実はちゃう
からしいよ」
8月20日㈮・21日㈯
脚本・演出＝津島ヨモツ 石橋阪大後駅 山内侘助
出演＝佐々木モモ 君安飛那太 β 田中かほ他
久保勇貴他 〈無料カンパ制〉 20日3時 21日10時
30分／1時30分開演 大阪大学豊中キャンパス学生
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会館2階大集会室

※3回【大阪】

スラステslatstick 「SAME TIME, NEXT YEAR」
8月20日㈮～22日㈰
脚本＝バーナード・スレイド 演出＝高橋恵
出演＝中村なる美 前田晃男 〈3800円 22歳以下
2800円〉 20日6時30分
／5時開演

SPACE9

21日1時／6時

餓鬼の断食 「スイッチ」
脚本・演出＝餓鬼の断食

出演＝餓鬼の断食 〈2500円
時 21日1時／6時

22日12時

※5回【大阪】

8月20日㈮～22日㈰
学生2000円〉 20日7

22日12時／4時開演

CARPET FACTORY

FLYING

※5回【大阪】

AMミュージカル 「パリカッシュ」
8月20日㈮～22日㈰
脚本・演出＝宮谷達也
出演＝小椋奈々

元山未奈美

嶋﨑友莉亜

櫻井カ

スミ 安江沙羅他 〈5500円〉 20日6時30分 21日
12時／5時 22日11時／4時開演 昭和文化小劇場
※5回【愛知】
（有）パン・プランニング 「ダンスレボリューショ
ン〜ホントのワタシ」
8月20日㈮～22日㈰
脚本・演出＝是枝正彦
出演＝木村咲哉 川原美咲 松村桜李 結城航星
西原希美他 〈A席7500円 B席6500円〉 20日2時
／6時30分 他1時／5時開演 こくみん共済 coop
ホール／スペース・ゼロ
※6回【東京】
劇団オンガクヤマ 「山家の猿」
8月21日㈯
脚本・演出＝泉湧々
出演＝井上かずみ 向井克仁 宮垣安伸 三和久実
花 もりあゆみ他 〈1200円〉 1時／5時開演 丹
波篠山市民センター
※2回【兵庫】
ART歌舞伎 「MUSIC LIVE in Saiku〜短夜・平
安の杜〜」
8月21日㈯
脚本・演出＝ART歌舞伎
出演＝浅野祥 藤舎推峰 中井智弥 山部泰嗣 花
柳源九郎他 〈S席5000円 A席4000円 高校生以
下2000円〉 7時開演 さいくう平安の杜 正殿前
特設野外劇場
※1回【三重】
コンドルズ 「GET BACK」
8月21日㈯
脚本・演出＝近藤良平
出演＝石渕聡 オクダサトシ 勝山康晴 鎌倉道彦
ぎたろー他 〈5000円 25歳以下4000円 子ども

2500円〉 1時／5時開演

イムズホール

※2回【福岡】

キラリふじみ芸術監督企画 「モガ惑星 宇宙は遠
い記憶のおんがくかい［ドレもソラミミ編］」
8月21日㈯・22日㈰
脚本＝永山智行

演出＝白神ももこ

田上豊

出演＝鈴木モモ 浦畠晶子 尾形直子 ツダユキコ
宮内康乃他 〈2500円 高校生以下500円 25歳以
下 2000 円 65 歳 以 上・ 障 害 者 2250 円 〉 21 日 6 時
22日2時開演 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ

※2回【埼玉】

劇団「無題」「ムジャムジャー！」
8月21日㈯・22日㈰

脚本・演出＝穂村一彦
出演＝いけち。 樋口 悠希 小林 穂村一彦 〈1000
円〉 21日1時／5時 22日1時開演 STスポット

※3回【神奈川】

S企画朗読劇 「葵上」
8月21日㈯・22日㈰
脚本＝三島由紀夫 演出＝芹澤あい
出演＝こもだまり 亀丸 紅日毬子 芹澤あい 由
佳他 〈4500円〉 21日2時／6時 22日1時／5時開
演 パフォーミングギャラリー＆カフェ『絵空箱』
※4回【東京】
ひとすじの会群像劇 「神野新田物語」
8月21日㈯・22日㈰
脚本・演出＝ひとすじの会
出演＝市民50名 〈S席4500円 A席3000円 小中
高生1200円〉 11時／4時開演 穂の国とよはし芸
術劇場PLAT・主ホール
※4回【愛知】
劇団ココロワ 「フラグメントファンタジー」
8月21日㈯・22日㈰
脚本・演出＝いざきた鈴
出演＝クオン りりぃ 青井胡蝶 いざきた鈴 鈴
川さかな他 〈2500円 中高生1500円 小学生以下
無料 ライブ生配信1500円 アーカイブ1000円〉
21日6時 22日1時開演 長野市芸術館・アクトス
ペース
※2回【長野】
ロロ 「四角い2つのさみしい窓」

8月21日㈯・22日㈰
脚本・演出＝三浦直之
出演＝亀島一徳 篠崎大悟 島田桃子 望月綾乃
森本華 〈3000円 25歳以下1500円〉 2時開演 三
重県文化会館
※2回【三重】
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エンターテインメント風集団秘密兵器 「情熱大爆

脚本・演出＝加納健詞

脚本＝五十嵐和弘

TENMA他 〈5000円〉 28・29・4・5日3時／6時

笑」

8月21日㈯～29日㈰

演出＝岩田有弘

出演＝五十嵐和弘 岩田有弘 新實啓介 三浦文太
郎 野田博史他 〈5000円 学生2500円〉 21日5時
22・28 日 1 時 ／ 5 時 24 日 3 時 ／ 7 時 26・29 日 3 時
他7時開演 「劇」
小劇場

※12回【東京】

第2劇場 「COVID-25」
脚本＝四夜原茂
出演＝上野佳秋

演出＝中村斗輝
梅下華琳 楠瀬百合

龍山昊平他 〈3000円
料〉 3時開演

学生2300円

8月22日㈰
サンゴロウ

小学生以下無

in→dependent theatre 1st

※1回【大阪】

アブラクサス 「つみ」
脚本・演出＝アサノ倭雅
出演＝頼経明子

8月22日㈰～28日㈯

坂東七笑

今里真

小笠原游大

猪俣三四郎他 〈4000円 22歳以下3000円〉 22日3
時 24日7時 28日2時
パークシアター倉

他2時／7時開演 すみだ
※11回【東京】

株式会社エーシーオー沖縄 「Gauche〜フェンス
の向こう〜―境界線に立って壁のない世界を思った
んだ―」
8月23日㈪～28日㈯
脚本・演出＝藤井ごう
出 演 ＝ 亀 甲 谷 宝 他 〈3300 円 子 ど も 1500 円 〉
23・26日7時 他2時開演 ひめゆりピースホール
※6回【沖縄】
リブレセン劇団離風霊船 「ローマの休日と東京の
仕事」
8月24日㈫～29日㈰
脚本＝古林広志 演出＝松戸俊二
出演＝川口果恋 西山竜一 野田翔太 牛水里美
海部剛史他 〈4000円〉 26・28日2時／7時 29日2
時 他7時開演 日本聖書神学校礼拝堂
※8回【東京】
Theater新宿スターフィールド×ユーキース・エ
ンタテインメント 「have laife」
8月24日㈫～29日㈰
脚本＝柿沼照継 演出＝大迫洸太郎
出演＝松田翼 四宮由佳 小磯勝弥 岸あもう 樋
上明音他 〈4500円〉 28日3時／7時 29日12時／
4時

他7時30分開演

新宿スターフィールド
※8回【東京】

Smile Music Hour KPOPミュージカル 「BACK
TO THE STAGE」
8月24日㈫～9月5日㈰
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出演＝河野凌太
30分

脚本＝白聖虎

戌海文音

佐倉希望

藤戸佑飛

他3時30分／7時開演 シアターシャイン
※26回（16回／10回）
【東京】

演劇ユニットG.com 「神様はつらい。」

8月25日㈬～29日㈰

脚本・演出＝三浦剛

出演＝佐藤晃子 根本こずえ 古口圭介 園田シン
ジ 辻井彰太他 〈4500円 学生3000円 オンライ
ン配信2500円〉 27日2時 28日1時／6時
時

他2時／7時開演

アトリエ第Q藝術

29日1

※8回【東京】

実弾生活 「その名はマウンテン」
8月25日㈬～29日㈰
脚本・演出＝インコさん
出演＝インコさん

もっち

伊藤美穂

中尾ちひろ

オオダイラ隆生他 〈4800円〉 25日7時30分 28日
1時／4時／7時 29日3時 他3時／7時30分開演
駅前劇場
※9回【東京】
キッズシアター〜ボクとキミの秘密基地〜 「大金
塊」
8月25日㈬～29日㈰
脚本・演出＝所奏
出演＝高木稟 高山与 西岡野人 松岡依都美 柳
橋朋典他 〈3000円 子ども1000円 ライブ配信
2000円〉 25日6時30分 28日11時／2時／5時 29
日11時／2時 他2時／6時30分開演 雑遊
※10回【東京】
CEDAR 「ブリキの太鼓」
8月25日㈬～29日㈰
脚本・演出＝深作健太
出演＝河西健吾 津田美波 桧山征翔 大浦千佳
〈5800円〉 25日7時 28日1時／4時／7時 29日1
時／4時 他4時／7時開演 サンモールスタジオ
※10回【東京】
みきなお計画 「ばよんばよんと聞こえぬ」
8月25日㈬～29日㈰
脚本・演出＝常住奈緒
出演＝板倉拓夢 いば正人 砂月蛍 鶴田のみーこ
七星束子他 〈3500円 25歳以下2500円 18歳以下

1500円〉 25日6時30分 28日3時／7時 29日1時
／5時 他1時30分／6時30分開演 G/Pit
※9回【愛知】

TCアルプ 「パレード、パレード」
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脚本・演出＝杉原邦生
出演＝近藤隼

武居卓

8月25日㈬～29日㈰
深沢豊

毛利悟巳

伊藤奨

日2時／6時
SAI

29日2時

他7時開演

シアターKAS

※5回【東京】

他 〈4000円 18歳以下2000円〉 27・28日2時 29
日1時 他7時開演 まつもと市民芸術館・小ホー
ル
※5回【長野】

ミュージカル座 「ファミリア」
8月26日㈭～29日㈰
脚本＝ハマナカトオル 演出＝中本吉成

西瓜糖 「ギッチョンチョン」 8月25日㈬～29日㈰
脚本＝秋之桜子 演出＝寺十吾

円 子ども5000円〉 28日1時／5時30分
時／4時 他6時開演 光が丘IMAホール

出演＝矢野陽子 鴨鈴女 日下由美 井上カオリ
藍川メリル他 〈5200円〉 25日7時 29日2時 他2
時／7時開演

ザ・ポケット

※8回【東京】

甘棠館Show劇場 「甘棠館Show劇場設立二十周
演劇フェスティバル20」
8月25日㈬～30日㈪

脚本・演出＝仲谷一志 生田晃二他
出演＝高橋来人 江越暉 大和屋満福
古 賀 駿 作 他 〈3000 円
28・29日2時／7時

山崎瑞穂

配 信 チ ケ ッ ト 2000 円 〉

他7時開演

甘棠館Show劇場

※8回【福岡】

劇団未踏座
（2021）「8月1日に友達はいない〜バイ
バイいつかの親友〜」
8月26日㈭～28日㈯
脚本・演出＝馬鈴薯ジョー
出演＝なめひさご 石田成 高岡倉庫 柏洲ソーダ
さたけしゅん他 〈無料カンパ制〉 26日6時 27日
1時／6時 28日12時開演 龍谷大学響都ホール校
友会館
※4回【京都】
project真夏の太陽ガールズ 「キラメキ FINAL」
8月26日㈭～29日㈰
脚本・演出＝オカモト國ヒコ
出演＝岩藤小町 ウエダ雛 宇田川愛華 奥田萌々
木村真梨子他 〈4500円〉 28日1時／6時 29日12
時30分／4時 他7時開演 ABCホール
※6回【大阪】
hishidas 「ナオミの夢」
8月26日㈭～29日㈰
脚本・演出＝菱田信也
出演＝岩佐好益 Yumi 竹下ポップ 宇野結菜
蟹江敬子他 〈4500円 学生2500円〉 28日2時／6
時 29 日 2 時 他 7 時 開 演 神 戸 三 宮 シ ア タ ー・
エートー
※5回【兵庫】
E-Stage Topia 「アイドルR2」
8月26日㈭～29日㈰
脚本・演出＝E-Stage Topia
出演＝妹尾寛華 遠藤しずか 大仲マリ 坂本実紅
日和ゆず他 〈8000円 5000円 配信3000円〉 28

出演＝ミュージカル座 〈11000円

8500円

7000

29日12

※6回【東京】

言言（KotoKoto）「スウィング・アウト・ペアレ
ンツ」

脚本＝太田善也
出演＝原西忠佑

8月26日㈭～29日㈰

演出＝飯沼由和
瀧原弘子 芝原弘

鳥英一他 〈3000円 25歳以下2000円
1000 円 〉 28 日 1 時 ／ 6 時 29 日 1 時
せんだい演劇工房10-BOX

永澤真美

白

高校生以下
他7時開演

※5回【宮城】

ONE AND ONLY 「一寸先とちょっと前」
8月27日㈮～29日㈰
脚本・演出＝ONE AND ONLY
出演＝ONE AND ONLY 〈4000円〉 27日3時30分
／6時30分 28日12時／3時30分／6時30分 29日
12時／3時30分開演 cafe&bar 木星劇場
※7回【東京】
劇団ドクトペッパズ 「ペノシマ」
8月27日㈮～29日㈰
脚本・演出＝劇団ドクトペッパズ
出演＝古賀彰吾 下村界 眞野トウヨウ 連木綿子
〈3000円 学生1000円 中学生以下無料〉 27日7時
30 分 28 日 1 時 ／ 4 時 ／ 7 時 29 日 1 時 ／ 4 時 開 演
WAKABACHO WHARF 若葉町ウォーフ
※6回【神奈川】
コンプソンズ 「短編集、石棺」8月27日㈮～29日㈰
脚本・演出＝大宮二郎
出演＝大宮二郎 江原パジャマ 小日向春平 榊原
美鳳 佐藤一馬他 〈2800円〉 27日3時／6時 28
日12時／3時／6時 29日1時／5時開演 ステージ
カフェ下北沢亭
※7回【東京】
深川とっくり座 「丹青の柳田格之進」

8月27日㈮～29日㈰
脚本・演出＝ひぐち丹青
出演＝ひぐち丹青 境田真理子 並川信乃 西由紀
美 大曲由起他 〈3500円 中学・高校生2000円
小学生以下1500円〉 27日6時30分 28日2時／6時
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30分

29日2時開演

江東区深川江戸資料館小劇場

※4回【東京】

幻灯劇場 「盲年」
脚本・演出＝藤井颯太郎
出演＝村上亮太朗 橘カレン

8月27日㈮～29日㈰
松本真依

本城祐哉他 〈3000円〉 27日7時
29日3時開演 京都芸術センター
※当公演は下記にて公演有り。

鳩川七海

28日1時／5時

4回【京都】

▼9月30日㈭～10月4日㈪ 〈3000円〉 2～4日3時
他7時開演 こまばアゴラ劇場 ※5回
（1回／4回）

【東京】

劇団俳小 「チーチコフ―死せる魂より―」
8月27日㈮～9月5日㈰
脚本・演出＝菊池准
出演＝吉野悠我 片桐雅子
上田亨他 〈4500円

覚田すみれ

70歳以上4000円

遊佐明史

学生2500円

ハンディキャップ席1000円〉 27・31・2日6時30分
他1時30分開演

萬劇場 ※10回（5回／5回）
【東京】

劇団道学先生 「おとうふ」 8月27日㈮～9月8日㈬
脚本＝中島淳彦 演出＝青山勝
出演＝もりちえ 山口智恵 中川絵美 塚本茉莉子
原田鮎歌他 〈4000円〉 28・4日1時／6時 29・5
日1時 30・31・8日2時 2・6・7日2時／6時 他
6時開演 OFF OFFシアター
※18回
（6回／12回）
【東京】
一般社団法人ココロエデュケーションラボ 「ひな
た号の冒険〜ゆめの描いたオリーブの木〜」
8月28日㈯
脚本・演出＝ひなたなほこ
出演＝ワダタワー他 〈4800円 子ども3800円〉 2
時30分／6時開演 かめありリリオホール
※2回【東京】
東工大演劇研究部劇団娘の予感 「Aさんの人生」
8月28日㈯・29日㈰
脚本・演出＝藤居航涼
出演＝堂後隼平 三浦滉平 小磯竜也 雨 藤居航
涼 〈無料〉 0時開演 オンライン配信
※1回【東京】
演劇実験室◎デラシネ 「お七桜酌婦事情
【2021ver.】
」
8月28日㈯・29日㈰
脚本・演出＝だるままどか
出演＝柳井綾子 ぴった 山本拓平 森行省太 一
二三礼他 〈3500円 65歳以上・16歳未満1500円〉
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28日4時／8時

29日1時／5時開演

ScarFace

※4回【奈良】

劇団しろちゃん 「REBOOT」 8月28日㈯・29日㈰
脚本＝林蒼真 骨折ダイナマイト 出村和己 演出
＝谷内夏輝 岩本匠平 上田純平他
出演＝小柳健

今藤夕希

中川悠斗

原康輔

愛佳他 〈有料配信500円〉 28日12時／5時
11時／3時開演 演劇専用小劇場BLOCH

小野

29日

※4回【北海道】

ノサカラボ nosaka laboratory朗読劇 「シャー
ロック・ホームズ＃1」

8月28日㈯・29日㈰

脚本・演出＝野坂実
出演＝山寺宏一 水島裕他 〈7000円〉 28日3時／
7 時 29 日 1 時 30 分 ／ 4 時 30 分 開 演
ホール ブルーローズ（小ホール）
Do It Over 「オタカラ！」

サントリー
※4回【東京】

8月28日㈯・29日㈰

脚本＝金沢知樹 演出＝阿達由香
出演＝和泉詩 入江美沙希 羽野瑠華 大高みなみ
織田ひまり他 〈4800円〉 28日2時／6時 29日1
時／5時開演 川崎市アートセンター・アルテリオ
小劇場
※4回【神奈川】
劇団papercraft 「幸不幸」 8月28日㈯～31日㈫
脚本・演出＝海路
出演＝照井健仁 葛堂里奈 有原遣智 中里広海
〈2500円〉 30・31日12時 他11時／1時30分開演
鶏や・せぼん
※6回【東京】
東京藝術大学演奏藝術センター 音楽劇 「エグモ
ント」
8月29日㈰
脚本＝ゲーテ 演出＝植村真
出演＝細貝光司 中江早希 神野崇 若松泰弘 小
谷俊輔他 〈5000円〉 3時開演 東京藝術大学奏楽
堂
※1回【東京】
ふるーつぽんち軍団 「メンヘラ・エチュード／
ミュータンス・ミュータント」
8月30日㈪
脚本＝宮瀬あすか 中村安璃 演出＝かめおかゆみ
こ
出演＝岸さくら 中村安璃 前澤日花里 保田亜弥
浦川大輝他 〈2000円〉 4時／5時開演 STスポッ
ト

※2回【神奈川】

9月
RAVE☆塾 「璃色リベリオン〜反逆の乙女達が奏
でる策謀と裏切りのハーモニー〜」
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脚本＝大浜直樹
出演＝結城美優

演出＝小澤真悟
岸田麻佑

9月1日㈬～5日㈰

藤井菜央

黒崎澪

嶋

﨑百萌香他 〈S席7900円 A席5900円〉 2日1時30
分／6時30分 4日1時30分／6時 5日1時30分 他
6時30分開演 ザ・ポケット
※7回【東京】
A級MissingLink 「その間にあるもの」
9月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝土橋淳志
出演＝松原一純 細見聡秀

松嵜祐一

2時／7時 5日11時／3時

他7時開演

ナカ・G・ツヨシ他 〈3500円
フィールド

伊藤結

タ

学生2000円〉 4日

ウイング

※7回【大阪】

GORIZO 「ネゴシ8〜あなたを救う8人の自分〜」
9月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝伊勢直弘
出演＝白又敦

尾形大吾

護あさな

秋谷百音

橋

本亜紀他 〈8500円 6500円〉 2日2時／7時 4日
1時／6時 5日12時／4時 他7時開演 テアトル
BONBON
※8回【東京】
小松台東 「デンギョ－！
（再演）」
9月1日㈬～7日㈫
脚本・演出＝松本哲也
出演＝瓜生和成 今村裕次郎 松本哲也 五十嵐明
尾方宣久他 〈4000円 学生3000円〉 3日2時／7時
4日2時／6時 5日2時 7日6時 他7時開演 ザ・
スズナリ
※9回【東京】
Studio Life
（スタジオライフ）「ヴェニスに死す」
9月1日㈬～8日㈬
脚本・演出＝倉田淳
出演＝笠原浩夫 馬場良馬 松本慎也 山本芳樹
曽世海司他 〈7700円 学生3000円 高校生以下
2500 円 〉 4・5 日 1 時 ／ 5 時 8 日 1 時 他 7 時 開 演
シアターサンモール
※10回【東京】

脚本＝斉藤祐一
出演＝高木渉

演出＝高橋正徳

魏涼子

美智子他 〈4900円

時30分 3日1時開演
和田・伝承ホール

斎藤志郎

3500円

服部幸子

千田

配信2000円〉 2日6

渋谷区文化総合センター大
※2回【東京】

朗読劇 「彼女が好きなものはホモであって僕では

ない」
脚本・演出＝山崎彬

9月2日㈭～5日㈰

出演＝天﨑滉平 石川賢利 伊瀬結陸 市川太一
植木慎英他 〈8500円 7500円 配信チケット2800
円〉 2日6時30分
／6時開演

3日1時30分／6時30分

草月ホール

他1時

※7回【東京】

呼華歌劇団KOHANA 「エリザベート〜女神の幻

影〜」
9月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝呼華歌劇団KOHANA
出 演 ＝ 呼 華 歌 劇 団 KOHANA 〈S 席 8000 円
7000 円 〉 5 日 11 時 ／ 4 時
CBGKシブゲキ‼

A席

他1時 ／6時 開 演

※8回【東京】

東京学生演劇祭実行委員会 「東京若手演劇祭2021」
9月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝東京学生演劇祭実行委員会
出演＝年下の義母 劇団イン・ノート アイマイナ
ナメ 人格社 A2企画他 〈3500円 学生3000円
高校生以下1000円〉 2日3時30分／7時 5日12時
／3時30分 他12時／3時30分／7時開演 王子小
劇場
※10回【東京】
オフィスマウンテン 「タバコバのわかれ いつで
もつき指3本立て」
9月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝アッシュマンズ
出演＝アッシュマンズ 伊藤鴎 〈2500円 25歳以
下2000円〉 2日6時 他3時開演 STスポット
※4回【神奈川】

サンハロンシアター 「
『侠』君、逃げたもうことな
かれ」
9月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝あおきてつや
出演＝内藤トモヤ 田野芳樹 和泉輪 よこやまよ
しひろ 髙岡季里子他 〈4000円 配信2500円〉 2

2/mashi 「Down By The Salley Gardens」
9月2日㈭～5日㈰
脚本＝吉野香枝 演出＝けちゃ
出演＝根本秀之 佐藤桃香 池田紘史 松尾満里子
坂田邦明他 〈4000円 映像配信2500円〉 他7時
4・5日1時／6時開演 北池袋 新生館シアター
※4回【東京】

若い演奏家の為のプロジェクト 「演劇 × オペラ
フィガロの結婚・令和版」
9月2日㈭・3日㈮

渡辺源四郎商店Presents うさぎ庵 「山中さんと
犬と中山くん」
9月2日㈭～7日㈫
脚本・演出＝工藤千夏
出演＝桂憲一 大井靖彦 八代進一 西村浩幸 山

日7時

5日3時

他2時／7時開演 「劇」小劇場
※6回【東京】
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藤貴子他 〈4000円
4日1時／5時

高校生以下500円〉 2日5時

他2時開演

こまばアゴラ劇場

※7回【東京】

MIXZONE 「ネバー・ザ・シナー―魅かれ合う狂
気―」
9月2日㈭～12日㈰
脚本＝ジョン・ローガン

演出＝君塚良一

出演＝辰巳雄大 林翔太 荒木健太朗 前島亜美
山岸拓生他 〈9900円〉 3・12日12時30分 4・5・

利賀芸術公園・岩舞台

※2回【富山】

晴空×土竜合同公演 「Anemone」

9月3日㈮～5日㈰
脚本＝茅原衣里 演出＝木暮淳
出演＝木暮淳 茅原衣里 古庄杏子 實川加賀美
實川樹他 〈4800円〉 3日7時
1時／5時開演

4日1時／6時

一心寺シアター倶楽

5日

※5回【大阪】

7日12時30分／5時 9日2時／6時30分 11日12時
30分／7時30分 他6時30分開演 6日休演 クラ

グンジョーブタイ 「群れるイロたち」
9月3日㈮～5日㈰

※当公演は下記にて公演有り。

出＝小林冴季子

ブeX

※15回【東京】

▼9月18日㈯・19日㈰ 〈9900円〉 12時30分／5時
開演 COOL JAPAN PARK OSAKA・TTホー
ル

※4回【大阪】

文学座 「熱海殺人事件」
脚本＝つかこうへい

9月2日㈭～14日㈫

演出＝稲葉賀恵

出演＝石橋徹郎 上川路啓志 奥田一平 山本郁子
他 〈4800円 25歳以下2700円〉 2・10日6時30分
4・7・9・13日1時30分／6時30分 他1時30分開演
6日休演 文学座アトリエ
※16回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼9月18日㈯・19日㈰ 〈4500円 高校生以下2000
円〉 1時30分開演 ピッコロシアター ※2回
【兵
庫】
坊っちゃん劇場 「ジョン マイ ラブ ―ジョン万次
郎と鉄の7年―」
9月2日㈭～10月2日㈭
脚本・演出＝横内謙介 作曲＝深沢桂子
出演＝髙橋彩香 濵咲友菜 横山結衣 天野翔太
五十嵐可絵他 〈4200円 高校生2900円 中学生以
下2400円 親子席・車いす席3400円〉 10・12・
13・16・17・19・20・22～24・26・27・30・31日10
時30分 他2時開演 3・6～9・14・15・21・28日
休演 坊っちゃん劇場 ※12回
（10回／2回）
【愛媛】
信 濃 追 分 文 化 磁 場 油 や 「 朗 読 劇『 グ レ イ ト・
フォールズ―大いなる転落―』
」
9月3日㈮
脚本＝リー・ブレッシング 演出＝近藤隼
出演＝万里紗 近藤隼 〈2000円〉 3時30分開演
信濃追分
「文化磁場油や」
・天神桟敷（テラス）
※1回【長野】
ミナモザ 「イェルマ」
9月3日㈮・4日㈯
脚本＝ガルシーア・ロルカ 演出＝瀬戸山美咲
出演＝安藤玉恵 細川洋平 鈴木彰紀 吉岡あきこ
浜野まどか他 〈お志〉 3日7時 4日8時30分開演
436

脚本＝泉晟

尾山咲乃

脚本・演出＝長澤拓真

深海哲哉

河原翔太

演

出演＝河原翔太 長澤拓真 梅田麻衣 尾村美瞳
北木悠里他 〈1500円 25歳以下1000円〉 3日7時
4日11時／3時／7時
くり市民交流プラザ

5日11時／3時開演 まちづ
※6回【広島】

鳥と舟 「また今日も私が生きている今があること

を想う明日がある」
9月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝青井直人
出演＝青井直人 水面玲良 井上あした 坂本航平
千歳まち他 〈4000円 オンデマンド配信2000円〉
5日12時／3時 他12時／3時／6時開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※8回【東京】
たまRiver 「青いきおく〜夏〜」
9月3日㈮～5日㈰
脚本＝伊藤智博 演出＝長谷川優貴
出演＝浦田すみれ 川座かな 坂本実紅 〈2500円
配信チケット2000円〉 3日7時 4日2時／7時 5
日1時／6時開演 CHARA DE新宿御苑
※5回【東京】
桃尻犬 「ルシオラ、来る塩田」 9月3日㈮～12日㈰
脚本・演出＝野田慈伸
出演＝コロ 細井じゅん 神崎れな 片桐美穂 か
ませけんた他 〈3000円 25歳以下1500円 高校生
以下500円〉 4・8・10・11日2時／7時 5・12日2
時 他7時開演 6日休演 三鷹市芸術文化セン
ター・星のホール
※13回【東京】
劇団俳優座 「戒厳令」
脚本＝アルベール・カミュ

9月3日㈮～19日㈰
演出＝眞鍋卓嗣

出演＝加藤佳男 山本順子 坪井木の実 塩山誠司
清水直子他 〈5500円 学生3850円 65歳以上5000
円 ハンディキャップ席3300円〉 3・8・14日7時
他2時開演 10日休演 劇団俳優座5F稽古場
※16回【東京】
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有頂天演劇Collaborations 「燕子花市民会館第
三ホール」

脚本＝べいた

9月4日㈯

演出＝綺子

出演＝べいた 堀部祐基 鈴木佳貴 〈1200円 25
歳以下700円〉 1時開演 うりんこ劇場
※1回【愛知】
世界劇団 「ひとよひとよに呱々の声」
脚本・演出＝本坊由華子

9月4日㈯

出演＝森岡光 本坊由華子 〈2500 円 25 歳以下
2000円〉 2時／7時開演 津あけぼの座

※2回【三重】

※当公演は下記にて公演有り。

▼ 9 月 11 日 ㈯・12 日 ㈰ 〈3000 円 25 歳 以 下 2500
円〉 11日6時 12日2時開演 AI・HALL ※2回

【兵庫】

コンドルズ 「OneVision」

9月4日㈯

脚本・演出＝近藤良平

出演＝石渕聡 オクダサトシ 勝山康晴 香取直登
鎌 倉 道 彦 他 〈5500 円 4 歳 ～ 高 校 生・ 障 が い 者
1500円〉 1時／5時開演 LINE CUBE SHIBUYA
※2回【東京】
東京演劇アンサンブル 「タージマハルの衛兵」
9月4日㈯・5日㈰
脚本＝ラジヴ・ジョセフ 演出＝三木元太
出演＝雨宮大夢 小田勇輔 和田響き 篠原祐哉
〈4500円〉 2時開演 野火止RAUM ※2回【埼玉】
※当公演は下記にて公演有り。
▼9月8日㈬～12日㈰ 〈4500円〉 8日7時 12日2
時 他2時／7時開演 シアターグリーン BOX in
BOX THEATER ※8回
【東京】
SCOT 「世界の果てからこんにちはⅡ」
9月4日㈯・5日㈰
脚本・演出＝鈴木忠志
出演＝SCOT 〈お志〉 4日3時 5日1時開演 利
賀大山房
※2回【富山】
吉本興業

テ

イ

マ

ー

ズ

オリジナル朗読劇 「TAMERS」
9月4日㈯・5日㈰
脚本・演出＝伊藤靖朗
出演＝上村祐翔 美山加恋 シソンヌ 太田夢莉
中島健他 〈7000円〉 4日5時 5日12時30分／4時
30分開演 有楽町よみうりホール
※3回【東京】
劇団やぶさか無観客配信 「千夜一夜物語〜蒼き精
霊の冒険譚〜」
9月4日㈯・5日㈰

脚本・演出＝海老原あい
出演＝野中春菜 水尾綾子

三浦翠

細野美也

山

本悦子他 〈YouTube Live 無料生配信〉 4日6時
5日4時30分開演 ラゾーナ川崎プラザソル

※2回【神奈川】

NPO法人アートマネージメントセンター福岡 「水
の駅」
9月4日㈯・5日㈰
脚本＝大田省吾
出演＝大恵彩乃
郎

演出＝金世一
酒瀬川真世

鈴木みらの他 〈4000円

日6時

5日1時開演

進籐祐行

陣内幸史

22歳以下3000円〉 4

ももちパレス

※2回【福岡】

関西テレビ放送 「はい！丸尾不動産です。〜本
日、家で再会します〜」
脚本＝古家和尚
出演＝兵動大樹

演出＝木村淳
桂吉弥

9月4日㈯～7日㈫

佐藤太一郎

施鐘泰

近

藤頌利他 〈6500円〉 4日2時／5時30分 5日12時
／3時30分 6日3時／6時30分 7日3時開演 ABC
ホール
※7回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月3日㈰ 〈6500円〉 12時開演 アクリエひめ
じ・中ホール ※1回【兵庫】
エヌオーフォー No.4朗読劇 「トップスまで、あと
5秒！」
9月4日㈯～12日㈰
脚本・演出＝堤泰之
出演＝株元英彰 糸原舞 西ノ園達大 谷佳樹 難
波 な う 他 〈5500 円 〉 4・5・11・12 日 1 時 ／ 5 時
他3時／7時開演 新宿シアタートップス
※9回【東京】
WBB 「恋するアンチヒーロー」
9月4日㈯～12日㈰
脚本＝羽仁修 演出＝佐野大樹
出演＝高田翔 佐藤永典 田内季宇 月岡弘一 Li
lNoah他 〈7800円〉 7・10日6時 8・12日2時 9
日 2 時／ 6 時 他 12 時／ 5 時開演 6 日休演 赤坂
RED/THEATER
※12回【東京】
ヨルノハテの劇場 「はまべのうた」
9月5日㈰
脚本・演出＝岡島哲也
出演＝山﨑薫 〈2500円 3歳～中学生1500円〉 1
時／4時開演 あかいくつ劇場
※2回【神奈川】
表現工房・洗濯船美腸ミュージカル 「腹をすませ
ば」
9月7日㈫
脚本・演出＝武田桂 演出＝飯田惣一郎 作曲＝加
藤亜祐美
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出演＝大畠英人

嶋村みのり

武田桂

〈無料〉 12時30分／1時30分開演

飯田惣一郎

近江楽堂

※2回【東京】

出演＝神原弘之

若松力

伊沢磨紀

山崎清介他 〈5000円〉 8日2時／7時
時30分開演

すみだパークシアター倉

鷹野梨恵子
9日1時／5

※4回【東京】

劇団新劇団 「Vivid Scramble〜何処かの街の片
隅で〜」
9月7日㈫～12日㈰

ライオン・パーマ 「歌姫・ネバーダイ！ in deep」

出演＝佐藤修幸 福田智行 宮島小百合 山田健太
郎鳥居きらら他 〈5500円〉 9日2時／7時 11日2

脚本・演出＝チャー・アズナブル
出演＝春木彩香 詩萌 樺沢崇 室谷靖

脚本・演出＝大神拓哉

時／6時30分

12日2時

他7時開演 「劇」小劇場
※8回【東京】

劇団狼煙組 「愛、故に幻影」

脚本・演出＝永吉悠人
出演＝神谷敷樹麗 蔭山ひろみ

9月7日㈫～12日㈰
神田美和

玉木惣

一郎 光藤依里他 〈4200円 オンライン生配信
3500円〉 7・9日7時 12日1時／5時 他2時／7時
開演

オメガ東京

※10回【東京】

YKプロデュース 「守りたいのはなんですか。」
9月7日㈫～13日㈪
脚本・演出＝久我真悟
出演＝もりゆうり 渥美木綿 澤田せい愛 〈4000
円〉 11日2時／6時 12日1時／5時 13日2時／7
時 他7時30分開演 STUDIOユーキース
※10回【東京】

9月8日㈬～12日㈰
草野智之

他 〈4000 円 学 生 2000 円 高 校 生 以 下 1000 円 〉
10日2時／7時30分 11日2時／7時 12日3時 他7
時30分開演

萬劇場

※7回【東京】

U-33project 「カムカムバイバイ」
9月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝結城ケン三
出演＝東象太朗 岡村俊佑
白野まゆ佳他 〈3500円
日6時

12日12時／5時

エファンファーレ東池袋

鹿角東子

小泉愛美香

配信チケット1800円〉 8

他1時／6時開演

アトリ

※9回【東京】

カメジルシ演劇団 「まいっちんぐマンガ道〜出発
への扉〜」
9月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝IKKAN
出演＝亀吉 武田知大 斉藤ひかり 蜷川まゆ 森
ノたまみ他 〈5000円〉 11日1時／5時 12日12時
／4時 他2時／6時開演 シアターKASSAI
※10回【東京】

2Cheat 「2Cheat5」
9月7日㈫～13日㈪
脚本・演出＝山内圭哉 福田転球
出演＝山内圭哉 福田転球 〈5000円〉 11日1時／
5時 12・13日1時 他6時開演 駅前劇場
※8回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼9月23日㈭～26日㈰ 〈5000円〉 25日1時／5時
26日1時 他6時開演 ABCホール ※5回【大阪】
▼10月2日㈯ 〈4000円〉 1時30分開演 土佐市複
合文化施設つなーで・ブルーホール ※1回【高知】

（株）フリーハンド/（有）Yプロジェクト 「沙也可
〜海峡を越えた愛〜」
9月8日㈬～12日㈰
脚本＝倉科遼 ペ☆ヤング 演出＝山口篤司
出演＝田村幸士 夕貴まお 西村真士 賀集利樹
佐野圭亮他 〈A席8000円 B席7000円 C席6000
円 自由席5000円〉 10・11日1時／6時 12日11
時／4時 他6時開演 渋谷区文化総合センター大
和田・伝承ホール
※8回【東京】

Utervision Company Japan 「カンダタ〜To
kyo version〜」
9月8日㈬
脚本・演出＝佐次えりな
出演＝佐次えりな 久保島麻子 三浦宏予 艫居江
梨 〈4000 円 学 生 3000 円 ラ イ ブ 配 信 3300 円
アーカイブ配信4000円〉 3時／7時30分開演 上野

フェルフェン 「ゲンチアナ」 9月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝五十嵐絢美
出演＝五十嵐絢美 山岡よしき 安藤陽佳 橋本宙
樹 栗原雅美他 〈4500円 配信3000円〉 8日7時
10日2時／7時 11日1時／6時 12日12時／3時30
分開演 シアター風姿花伝
※9回【東京】

イエローヘルメッツ 「シェイクスピア・ラプソ
ディ〜愛と憎悪と嫉妬と闘争〜」 9月8日㈬・9日㈭
脚本・演出＝山崎清介

劇団おらんだ&令和座合同公演 「さよなら王子小
劇場」
9月8日㈬～12日㈰
脚本＝浅間伸一郎 演出＝おらんだ
出演＝市原一平 大狼羊 鈴果 早崎コウジ 藤原

ストアハウス
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弥空他 〈3500円〉 11・12日1時／6時
分開演

王子小劇場

他6時30

※7回【東京】

演劇集団ワンダーランド 「気骨の判決」
9月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝竹内一郎
出演＝川口啓史

大橋芳枝

小林達雄

内田喜郎

千賀功嗣他 〈4300円 学生2800円 配信チケット
2500 円 〉 8 日 7 時 11 日 1 時 ／ 5 時 30 分 12 日 2 時
他2時／7時開演

ラゾーナ川崎プラザソル
※8回【神奈川】

Pカンパニー 「うさぎ島霧深し〜シリーズ罪と罰

CASE8〜」
脚本＝竹本穣

9月8日㈬～12日㈰
演出＝冨士川正美

出演＝南保大樹 宮川智久 内田龍磨 磯貝誠 森
源次郎他 〈5500 円 65 歳以上 4500 円 25 歳以下
3500円〉 10・12日2時 11日2時／6時
演

シアターグリーン

他7時開

BIG TREE THEATER

※6回【東京】

アリスインプロジェクト 「アリスインデッドリー
スクール 邂逅」
9月8日㈬～12日㈰
脚本＝麻草郁 演出＝細川博司
出演＝蛭田愛梨 桜井美里 平瀬美里 ゆめ真音
久代梨奈他 〈S席8000円 A席6500円〉 10日2時
／7時 11日12時／7時 12日12時／5時 他7時開
演 新宿村LIVE
※8回【東京】
東京ハイビーム 「新 My Sweet Baby」
9月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝吉村ゆう
出演＝小谷嘉一 黒田由祈 稲垣沙耶 飯田南織
加藤亮佑他 〈5000円 生配信＆アーカイブ2週間
チケット3300円〉 10日3時／7時 11・12日1時／
5時 他7時開演 シアターグリーン BASE THE
ATER
※8回【東京】
村松みさきプロデュース 「ミルキーウェイ」
9月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝村松みさき
出演＝藤崎卓也 篠原功 経塚祐弘 森めぐみ 奥
田龍平他 〈4500円 高校生以下3000円〉 10・11
日 2 時／ 7 時 12 日 12 時／ 4 時 他 7 時開演 劇場
HOPE

※8回【東京】

ヅカ★ガール 「レディ・カーミラ」
9月8日㈬～13日㈪
脚本・演出＝飯塚未生

出演＝妃咲歩美
梨紗

石黒乃莉子

結崎あゆ花他 〈6000円

3700 円

かまくらあや
4000円

来栖

25歳以下

配 信 チ ケ ッ ト 3000 円 〉 10 日 2 時 ／ 7 時

11・12日12時／6時
d-倉庫

13日12時／4時 他7時開演
※10回【東京】

VoiceWorksTokyo 「咲き響く」

9月8日㈬～17日㈮

脚本・演出＝堀之内良太

出演＝梶原生吹他 〈3800円 配信2500円〉 10・
11日2時／7時 12日12時／4時 他7時開演 アト
リエファンファーレ高円寺

※8回【東京】

T1project 「ショートストーリーズ vol.10」
9月8日㈬～20日㈪
脚本・演出＝友澤晃一
出演＝藤岡まゆみ 沢田和芳

佐藤絵里佳

粕谷菜

月

生田一真他 〈4500円〉 11・14・18・19日2時

演

小劇場B1

／7時

12日1時／5時

20日12時／4時

他7時開

※20回【東京】

OMのPonchan 「何かようかい 〜つながるあそ
び〜」
9月9日㈭～12日㈰
脚本＝貴山やめか 演出＝上西沙耶
出演＝川添公二 橋口俊宏 彩乃さと 中村祐也
酒田しんご他 〈5000円〉 9日6時 12日1時／6時
他1時／6時30分開演 世界館
※7回【大阪】
劇団ひまわり 「風の人たち」 9月9日㈭～12日㈰
脚本＝砂岡誠 演出＝大塚雅史 作曲＝的場英也
出演＝栗田芳宏 田渕法明 近藤美鈴 伊藤麻衣
原田賢治他 〈6000円〉 11日12時／4時 12日11
時／3時 他6時開演 愛知県芸術劇場・小ホール
※6回【愛知】
スペースノットブランク 「舞台らしきモニュメン
ト」
9月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝小野彩加 中澤陽
出演＝大須みづほ 古賀友樹 奈良悠加 平野光代
〈3500円〉 9日7時 他4時／7時開演 カフェムリ
ウイ「屋上劇場」
※7回【東京】
Story Dance Performance Blue 「The mor
ning rolls around〜何者でもないワタシの道〜」

9月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝大内厚雄
出演＝佐藤千夏 小林春世 宮田祐奈 〈3800円〉
9日4時／7時 10日1時／7時 11日1時／4時／7
時 12 日 1 時 ／ 4 時 開 演 パ フ ォ ー ミ ン グ ギ ャ ラ
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リー＆カフェ『絵空箱』

※9回【東京】

劇団チーム・ユニコン朗読劇 「The Guys

消防

士たち〜世界貿易センタービルは消えても〜」
9月9日㈭～13日㈪
脚本＝アン・ネルソン 演出＝松村恵二
出演＝西川浩幸

松岡美桔

伊達暁 植野葉子

春

海四方他 〈4000円 配信チケット1000円〉 9日4
時30分／7時 10日7時 13日2時 他2時／4時30
分開演

OFF OFFシアター

※8回【東京】

ももちの世界 「華指1832」

脚本・演出＝ピンク地底人3号

9月9日㈭～13日㈪

出演＝岡森祐太 木下健 しもさかさちえ 中村ひ
とみ 橋本浩明他 〈3500円 障がい者・25歳以下

中央大学第二演劇研究会 「人思i念」
9月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝齋藤夏輝
出演＝アイモノマイ 岩崎花乃

大角優翼

岡田亨

馬場康太朗他 〈1000円〉 12日12時／4時
／5時開演

studio ZAP!

他1時

※6回【東京】

オフィスリコプロダクション株式会社 「ぼくらが

非情の大河をくだる時」
9月10日㈮～12日㈰
脚本＝清水邦夫 演出＝銀ゲンタ
出演＝高村月

白倉裕二

仲井真轍

髙木薫

大城

将太他 〈4500円 22歳以下3500円〉 10日2時／6
時30分 他1時／6時開演 テルプシコール

※6回【東京】

2500円 未就学児無料〉 9日7時 12日11時30分
／3時30分 13日2時 他2時／7時開演 in→dep

salty rock 「熱海殺人事件『売春捜査官』」

合同会社シザーブリッツ 「Collar × Malice 榎本
峰雄編＆笹塚尊編」
9月9日㈭～14日㈫
脚本・演出＝久保田唱
出演＝富田翔 須賀京介 飯山裕太 伊崎龍次郎
松田岳他 〈9000円〉 11・12日1時／6時 13日2時
／7時 14日12時／4時 他7時開演 こくみん共済
coop ホール／スペース・ゼロ
※10回【東京】

生 〈2500円 配信2000円〉 10日8時 11日1時／
4時／7時 12日12時／3時／6時開演 レンタルス
ペース＋カフェ・兎亭
※7回【東京】

endent theatre 2nd

※8回【大阪】

トリックスターエンターテインメント株式会社 「Ta
les of Love お七 ―最初で最後の恋―」
9月10日㈮～12日㈰
脚本＝与田想 演出＝中屋敷法仁
出演＝大空ゆうひ 花柳幸舞音 中島ヨシキ 福山
潤 神尾晋一郎他 〈7700円〉 10日7時 他1時／5
時開演 よみうり大手町ホール
※5回【東京】
月灯りの移動劇場 「Peeping Garden／re:crea
tion」
9月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝浅井信好
出演＝浅井信好 奥野衆英 杉浦ゆら 〈4500円〉
10日2時／7時 11日1時／4時／7時 12日2時／7
時開演 横浜赤レンガ倉庫1号館
※7回【神奈川】
キ

ャ

バ

レ

ー

鴎座reading musical 「CABARET」

9月10日㈮～12日㈰
脚本＝島田健司 演出＝佐藤信
出演＝関谷春子 山田宗一郎 田中惇之 〈4000
円〉 10日7時 11日2時／7時 12日2時開演 WA
KABACHO WHARF
※4回【神奈川】
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9月10日㈮～12日㈰

脚本＝つかこうへい 演出＝立夏
出演＝今村貴登 長瀬巧 フジタタイセイ

伊織夏

新宿公社 「ざらば」
9月10日㈮～14日㈫
脚本・演出＝小林弘幸
出演＝青野竜平 土佐まりな 秋葉陽司 石田迪子
斎藤陸他 〈4200円 22歳以下1500円〉 10日6時30
分 12日4時 14日2時 他2時／6時30分開演 劇
場MOMO
※7回【東京】
TOKYOハンバーグ 「朧な処で、徐に。」
9月10日㈮～20日㈪
脚本・演出＝大西弘記
出演＝宮越麻里杏 𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰𦚰
橘 麦 他 〈4500 円 研 究 生 3500 円 学 生 2500 円 〉
10 日 7 時 12・20 日 1 時 13 ～ 15・17 日 2 時 ／ 7 時
16日2時 他1時／6時開演 サンモールスタジオ
※18回【東京】
劇団昴 「The Weir―堰―」 9月10日㈮～26日㈰
脚本＝コナー・マクフィアソン 演出＝小笠原響
出演＝永井誠 平林弘太朗 岩田翼 髙草量平 あ
んどうさくら 〈4500円 24歳以下・学生2800円〉
11 ～ 13・16・18 ～ 20・25・26 日 2 時 他 7 時 開 演
17日休演 Pit昴／サイスタジオ大山第1
※16回【東京】
ネコ脱出番外公演 「Thecatescaped」 9月11日㈯
脚本・演出＝高倉良文
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出演＝高倉良文

朴贊革

迫真由美

杉田麻由香

10月3・10・17・24・31・11月7・14・21日1時／5

※1回【東京】

27～10月1・4～8・11～15・18～22・25～29・11

出口沙紀他 〈4000円〉 2時開演 しもきたDAWN

座・大阪神戸市民劇場 「また逢う日まで」
9月11日㈯
脚本＝深山うぐいす

演出＝秋朔海

出演＝座・大阪神戸市民劇場 〈2500円〉 3時開演
神戸ポートオアシス
※1回【兵庫】

時

11月28日1時

他5時開演

13～17・20～24・

月 1 ～ 5・8 ～ 12・15 ～ 19・22 ～ 26 日 休 演 鶯 谷
ズーズーＣ劇場 ※35回（9回／15回／11回）
【東京】
HOLIDAYS 「トモダチ」

脚本・演出＝深堀絵梨
出演＝伊藤総 うえだななこ

9月14日㈫
榮一也

佐藤珠江

せんだい演劇工房10-BOX 「創作舞
『雨ニモマケ

東海林靖志他 〈4000円〉 2時／7時開演 シアター
グリーン BIG TREE THEATER
※2回【東京】

脚本・演出＝森山開次

人形劇団ココン 「トレテツクパレード」

ズ』
」

9月11日㈯・12日㈰

出演＝津村禮次郎 森山開次 大前光市 福井敬
関口将史他 〈6500円 オンライン配信視聴券3000
円〉 11日6時30分

12日2時開演

能-BOX
※2回【宮城】

酉西酉西親子じゃないし 「サファイアな焼き鳥」

9月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝中西邦子 香西美碧
出演＝中西邦子 香西美碧 〈3000円 学生2000円〉
11日5時 12日1時／5時開演 common cafe
※3回【大阪】
劇団ちゃうかちゃわん 「風見鶏のトートロジー」
9月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝劇団ちゃうかちゃわん
出演＝劇団ちゃうかちゃわん 〈無料カンパ制〉 11
日1時／6時 12日12時30分／4時開演 大阪市立
芸術創造館
※4回【大阪】
野外劇団楽市楽座 「うたうように」
9月11日㈯～13日㈪
脚本・演出＝野外劇団楽市楽座
出演＝野外劇団楽市楽座 〈無料投げ銭〉 7時開演
十三東公園
※3回【大阪】
新宿梁山泊 「娼婦奈津子」
9月11日㈯～20日㈪
脚本＝趙博 演出＝金守珍
出演＝広島光 趙博 佐藤正行 島本和人 蜂谷眞
未他 〈5000円 4000円 学生3000円〉 13・14日7
時 16・18日2時／7時 他2時開演 ザ・スズナリ
※12回【東京】
劇団ズーズーＣ オメオリケイジ一人芝居 「喜劇
告白の通夜」
9月11日㈯～11月28日㈰
脚本・演出＝オメオリケイジ
出演＝オメオリケイジ 〈3000円〉 12・19・20・

脚本・演出＝山田俊彦

9月12日㈰
音楽＝イマイアキ

出演＝山田俊彦 イマイアキ 府金総太 〈2000
円 〉 2 時 ／ 4 時 30 分 開 演 芸 能 花 伝 舎 1 年 1 組 パ
ペットシアター

※2回【東京】

火曜日のゲキジョウ 「プロトテアトル × カラ／フ
ル」
9月14日㈫
脚本・演出＝FOペレイラ宏一朗 オダタクミ
出演＝有川水紀 小島翔太 豊島祐貴 江本真里子
鎌田恵弥他 〈2000円〉 6時／7時45分開演 in→
dependent theatre 1st
※2回【大阪】
三栄町LIVE×牧野純基 「monochrome」
9月14日㈫～23日㈭
脚本・演出＝三栄町LIVE
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 17日2時 18日2時
／6時 19・23日1時／5時 22日2時／7時 他7時
30分開演 三栄町LIVE STAGE
※14回【東京】
Smile Music Hour KPOPミュージカル 「BACK
TO THE STAGE」
9月14日㈫～26日㈰
脚本・演出＝加納健詞 脚本＝白聖虎 演出＝キム
テフン
出演＝渡邊龍臣 HOMURA レミー MAKI MELO
他 〈5000円〉 18～20・23・25・26日3時 ／6時30分
他3時30分／7時開演 シアターシャイン
※26回【東京】
まじんプロジェクト 「伝説の男」
9月15日㈬～19日㈰

脚本＝中島新 演出＝有薗芳記
出演＝宮島健 佐久間淳也 新納敏正 深井邦彦
薩川朋子他 〈5000円 学生3500円〉 15日7時 18
日1時／6時 19日3時 他2時／7時開演 ザ・ポ
ケット
※8回【東京】
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露と枕 「鼬を噛んでくれ」
脚本・演出＝井上瑠菜
出演＝小林桃香

澤あやみ

9月15日㈬～19日㈰
奥泉

梅田優作

ヒラ

ザワタケル他 〈3500円 学生3000円 オンライン
配信チケット2500円〉 15日7時 19日12時／4時
他2時／7時開演 「劇」
小劇場
※9回【東京】
劇団宇宙キャンパス 「野原ニ響ク約束ノ音」
9月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝小林ともゆき
出演＝石戸貞義 弦巻秀人

柳瀬翼 〈4000円

校生以下1500円〉 19日12時／5時
演

萬劇場

高

他2時／7時開

※10回【東京】

ふれいやプロジェクト 「好きで嫌いな珈琲と煙草」
脚本・演出＝藤丸亮
出演＝ゆい

9月15日㈬～19日㈰

ハマツタカシ

七味まゆ味 〈4300円

神谷明日菜

岡﨑優

公開アーカイブ配信1800

円〉 15日3時／6時30分 18日1時／4時30分 19
日 3 時 30 分 他 6 時 30 分 開 演 ア ト リ エ フ ァ ン
ファーレ高円寺
※7回【東京】
@emotion 「FLAG MAN」 9月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝門野翔
出演＝門野翔 名倉周 平野正和 斉藤有希 高野
美幸他 〈5500円〉 17日2時／7時 18日1時／6時
19日12時／4時 他7時開演 上野ストアハウス
※8回【東京】
倉山の試み 「盆栽Ⅰ／盆栽Ⅱ」
9月15日㈬～20日㈪
脚本＝小路紘史 演出＝倉本朋幸
出演＝佐藤五郎 加茂井彩音 鈴木亮介 田中あや
せ 武内祐士他 〈3500円〉 18・19日12時／3時30
分／7時30分 20日12時／3時30分 他2時／7時30
分開演 下北沢・スターダスト
※14回【東京】
ハピネット・メディアマーケティング 「おねが
いっパトロンさま！ The Stage」
9月15日㈬～20日㈪
脚本・演出＝キムラ真
出演＝杉江大志 山田ジェームス武 宮崎湧 前川
優希 安井一真他 〈前方席13800円 S席9800円

A席6800円〉 16日1時／6時 18・19日12時／5時
20日1時 他6時開演 草月ホール
※9回【東京】
本多劇場グループnext 「BIRTHDAY」
9月15日㈬～20日㈪
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脚本＝Joe Penhall
出演＝亀田佳明

演出＝大澤遊

宮菜穂子

山崎静代

石山蓮華

〈5000 円 22 歳 以 下 3000 円 〉 17・18 日 2 時 ／ 7 時
19・20日2時

他7時開演

新宿シアタートップス
※8回【東京】

One on One 「back-to-back」

9月15日㈬～20日㈪

脚本・演出＝浅井さやか

出演＝法月康平 岡田亮輔 田村良太 新正俊 小
林優太他 〈7800 円〉 17 日 2 時 18・19 日 1 時／ 6
時

20日1時／5時

TER

他6時開演

赤坂RED/THEA

※9回【東京】

スズキプロジェクトバージョンファイブ 「川岡が

来ないZ！！」
9月15日㈬～26日㈰
脚本＝開沼豊 演出＝すずきつかさ
出演＝久下恭平

安達雅哉

出丞一他 〈5500円

大橋篤

田中愛実

下

配信3000円〉 18・23・24日2

時／7時 19・20・25日1時／6時 26日2時 他7
時開演 21日休演 テアトルBONBON
※17回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「『天国の朴』
『MUSE』」
9月15日㈬～26日㈰
脚本・演出＝大村未童
出演＝俵野枝 中村蓮 ほう夏子 大村未童 二階
堂智他 〈3800円 学生3300円 ホームシアター
2800円〉 15・26日2時 18・19・23・25日2時／7
時 他7時開演 アトリエファンファーレ東池袋
※16回【東京】
劇団太陽族 「神戸世界ホテル」
9月16日㈭～18日㈯
脚本・演出＝岩崎正裕
出演＝岸部孝子 佐々木淳子 篠原裕紀子 桐子
冨田和他 〈3600円 22歳以下2600円〉 16日7時
17 日 3 時 30 分 ／ 7 時 11 時 30 分 ／ 3 時 30 分 開 演
AI・HALL
※6回【兵庫】
劇団怪獣無法地帯 「拝啓父さん、夢の国は今日も
星降り、見上げるように僕らは歩いた」
9月16日㈭～19日㈰
脚本・演出＝新井田琴江

出演＝棚田満 伊藤しょうこ のしろゆう子 足達
泰雅 新井田琴江他 〈3000円 25歳以下2500円〉
18日2時／7時 19日12時／5時 他7時30分開演
演劇専用小劇場BLOCH
※6回【北海道】
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舞台
「元号男子」
製作委員会 「元号男子〜回顧〜」

人伝』／『耳なし芳一』
『杜子春』
『如菩薩団』」

脚本・演出＝川尻恵太

脚本・演出＝安田雅弘

9月16日㈭～19日㈰

演出＝白鳥雄介

出演＝和合真一 校條拳太朗 平賀勇成 大薮丘
前田剛史他 〈9800円〉 16日6時 17日1時／6時
他12時／5時開演 ヒューリックホール東京

※7回【東京】

公益社団法人国際演劇協会日本センター 「Plays

4 Covid 孤読／臨読〜コロナ禍で生まれた海外戯
曲〜」
9月16日㈭～19日㈰
脚本＝L・ローゼン
他

演出＝新見真琴

J・スティル
奥田知叡他

J・ブランドリ

出演＝品川恵子 馬場太史 明澄 佐藤知恩 辰巳
次郎他 〈3000円 25歳以下2000円 配信チケット
2000 円 〉 16 日 5 時 19 日 1 時 他 1 時 ／ 5 時 開 演
シアターグリーン BASE THEATER

※6回【東京】

9月17日㈮～19日㈰

出演＝浦弘毅 川村岳 越谷真美 安部みはる 谷
洋介他 〈3000円 中学生以下1500円〉 11時／2時
30分／6時開演 山の手事情社アトリエ

※9回【東京】

劇団maKuaKi 「私は至上絶対最高たぶん」
脚本・演出＝岩堀真生
出演＝内山就人

大友彩優子

中島桜他 〈3000円
1時／6時

19日1時

9月17日㈮～19日㈰
岡﨑雨

小林萌華

配信2500円〉 17日6時
20日2時開演

18日

studio ZAP!
※5回【東京】

KAKUTA 「或る、ノライヌ」 9月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝桑原裕子
出演＝桑原裕子

成清正紀

若狭勝也

四浦麻希

東京ストーリーテラー 「咲きそこね、そして散り
そびれ 昭和歌姫、明美ちゃん」
9月16日㈭～20日㈪
脚本・演出＝久間勝彦
出演＝三崎ゆきこ 有田佳名子 平賀絢子 波子
大塚紘子他 〈4100円 高校生以下2300円〉 18～
20日11時／3時 他2時／7時開演 シアターKAS
SAI
※10回【東京】

異儀田夏葉他 〈3500円 25歳以下1700円 高校生
以下1000円〉 17日7時 他1時開演 穂の国とよは
し芸術劇場PLAT アートスペース
※3回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 9 月 25 日 ㈯ ～ 10 月 5 日 ㈫ 〈4500 円 25 歳 以 下
3000円〉 25日5時 27・29・1・4日7時 28・5日
1時 30日1時／7時
他12時／5時開演 すみだ
パークシアター倉 ※15回（8回／7回）
【東京】

SNATCH 「愛でる」
9月16日㈭～20日㈪
脚本・演出＝渡辺カズキ
出演＝町田水城 後東ようこ 〈3500円〉 16日6時
30分 17日2時／6時30分 他1 時／ 5 時開演 ス
テージカフェ下北沢亭
※10回【東京】

劇団暇だけどステキ 「サイクル クィーン」
9月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝井上キホー
出演＝おさみき 野村千寿子 堀真也 坂口勝紀
西田美咲他 〈3000円 高校生以下1000円〉 17日6
時30分 18日1時／6時 19日12時／5時開演 大
阪市立芸術創造館
※5回【大阪】

アナ伝製作委員会 「霧の中のノスフェラトゥ〜ド
ラキュラ伝説」
9月16日㈭～23日㈭
脚本＝鈴木哲也 演出＝村上大樹
出演＝田村升吾 永田聖一朗 前田隆太朗 松井勇
歩 鐘ヶ江洸他 〈10000円〉 18～20・23日1時／5
時
22日2時／7時 他7時開演 シアターサン
モール
※13回【東京】
中西崇将一人芝居 「他人」
脚本・演出＝中西崇将

9月17日㈮

出演＝中西崇将 〈無料配信〉 7時配信開始 アト
リエファンファーレ東池袋
※1回【東京】

劇団山の手事情社 「池上show劇場
【DELUXE】
『山の手めそっど寄席』／
『カチカチ山』
『藪の中』
『名

演劇家族スイートホーム 「砂浜も冷えるから」
9月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝髙橋正子
出演＝菊地健汰 五島基愉 竹道光希 本庄一登
松尾佳乃子他 〈2500円 25歳以下2000円 大学・
専門学生1800円 中高生1500円 小学生以下無料〉
17日7時30分 18日11時／3時／7時 19日11時／3
時開演 扇谷記念スタジオ・シアターZOO
※6回【北海道】
一般社団法人シアター＆アーツうえだ 「Before
the Dawn 夜明け前 第一部」 9月17日㈮～19日㈰
脚本＝岸亜弓 演出＝志賀亮史
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出演＝寺下雅二

永峯克将

山﨑到子

19日2時開演

犀の角

小林風生子 〈2500円
18日1時／7時

山本晃子

22歳以下1500円〉 17日7時

中村太亮他 〈4000円
演

大槻能楽堂

学生2500円〉 1時／5時開

※2回【東京】

劇団てあとろ50’ 「青色のオリーブたち」

Mcompany vol.2 今井雅之七回忌追悼公演 「My
Way」
9月18日㈯・19日㈰
脚本・演出＝松本匠

脚本＝花 演出＝みやたのた
出演＝海野紗千子 勝見円 小松千紘

本匠他 〈4500円〉 18日1時／6時
道頓堀ZAZA HOUSE

※4回【長野】

9月17日㈮～19日㈰
阪中麻衣

橋本海音他 〈フリーカンパ制〉 17日5時30分 18
日12時／5時30分 19日1時開演 早稲田大学学生
会館B203
（無観客配信）

空間旅団 「哲学者の午睡」
脚本・演出＝沢崎麻也

※4回【東京】

9月17日㈮～20日㈪

出演＝坂本大河 嶋木美羽 安斎昌恵 藤野愛美
下田健汰他 〈3600円〉 17日7時 18日1時／4時
／7時

19日1時／6時 20日2時／7時開演

場てあとるらぽう

小劇

※8回【東京】

早稲田大学劇団木霊 「犀臨」 9月17日㈮～20日㈪
脚本・演出＝藤枝拓磨
出演＝春名高歩 ホシダマサオミ 山口卓他 〈無
料〉 5時開演 劇団木霊アトリエ
※4回【東京】
激弾BKYU 「地球のおまけ」 9月17日㈮～23日㈭
脚本＝サカイハルト 演出＝酒井晴人
出演＝東野醒子 小林博 影山晃子 有友正隆 蔵
重美恵他 〈5000円〉 18～20・22日1時30分／6時
30分 23日1時30分 他6時30分開演 駅前劇場
※11回【東京】
劇団東俳 「風に任せて」
9月17日㈮～26日㈰
脚本・演出＝高橋智也
出演＝劇団東俳 〈5300円〉 18～20・23～26日1時
3 0 分 ／ 5 時 30 分
他 7 時 開 演 2 1・2 4 日 休 演
座・プロローグ
※14回【東京】
慶應義塾大学 STEPS Musical Company 「思
い出は狩の角笛」
9月18日㈯
脚本＝農田真潮 演出＝嶋優希
出演＝安立琴音 有地美怜 家氏里奈子 岩田千緒
璃 梅田陽菜他 〈無料〉 8時開演 STEPS Musi
cal Company YouTube公式チャンネル

※1回【東京】

演劇集団よろずや 「青眉のひと」
9月18日㈯
脚本・演出＝寺田夢酔 脚本＝森美幸
出演＝竹田朋子 鈴木ありさ 赤穂神惟 山口晴菜
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出演＝松本勝

香取佑奈

高橋明日香

中島透

松

19日1時開演
※3回【大阪】

白いたんぽぽ 「ハートの有無にかかわらず」
脚本＝中辻英恵

9月18日㈯・19日㈰

演出＝小林留奈

出演＝卜部花音 大中彩矢果 小曽根千穂 竹下早
織 松井崚 〈2500円〉 18日6時 19日12時／7時
開演

サブテレニアン

※3回【東京】

酪農劇団須藤兄弟 「野外劇あゆみ」

9月18日㈯～20日㈪

脚本・演出＝劇団須藤牧場
出演＝劇団須藤牧場 〈1000円 高校生以下500円〉
6時30分開演 須藤牧場・ひみつの舞台
※3回【千葉】
サラダボール 「マクベス dialogue」
9月18日㈯～20日㈪
脚本・演出＝西村和宏
出演＝岩渕敏司 滝香織 斉藤かおる 鈴木智香子
森田祐吏 〈3000円 25歳以下2000円 高校生以下
無料〉 20日2時 他7時開演 シアターねこ
※3回【愛媛】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月6日㈯・7日㈰ 〈3000円 25歳以下2000円
高校生以下無料〉 6日2時／7時 7日2時開演 東
温アートヴィレッジセンター ※3回【愛媛】
▼11月13日㈯・14日㈰ 〈3000円 25歳以下2000
円 高校生以下無料〉 13日2時／7時 14日2時開
演 四国学院大学ノトススタジオ ※3回【香川】
かけっこ角砂糖δ 「眠るソラから鬼が降る」
9月18日㈯～20日㈪
脚本・演出＝牧凌平
出演＝青木蒼 小川直優太 武田紗保 橋本茉菜
早川留加他 〈2500円〉 20日2時 他1時／5時開演
Broader House

※5回【東京】

劇団翠星乱舞 「Dark Knight」
9月18日㈯～20日㈪
脚本・演出＝翠の子ぎつね
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出演＝土肥希理子
史

來家朱里

鈴木ゆかこ

えみりー他 〈2500円〉 20日1時30分

30分／5時30分開演

アトリエS-pace

押谷崇
他1時

※5回【大阪】

Gin’s Bar＋アクターズ仙台 「TRICOLORE ―
恋愛映画のように―」

9月18日㈯～26日㈰

脚本・演出＝井伏銀太郎 演出＝西澤由美子
出演＝井伏銀太郎 西澤由美子 諸戸祐生 武藤修

平 木村まり他 〈3500円 学生2500円〉 3時／6
時開演 Quarter Studio
※12回【宮城】
居酒屋
「夢の郷」☆製作委員会 「いつかまた逢える

〜居酒屋
「夢の郷」2021秋物語〜」
9月18日㈯～26日㈰
脚本・演出＝塩崎智晴
出演＝嶋崎靖 森都のり
地脇慎也他 〈5000円
円

都布良ひとみ

大学生4000円

アーカイブ配信2400円〉 18日5時

時開演

活鮮旬菜
「夢の郷」

劇団やっほーい 「ハロー」
脚本＝奥木陽奈

出演＝岡田拓巳

〈無料〉 1時開演

9月19日㈰

演出＝岡田拓巳
青山大樹

山本恵理

かしわ市民劇場CoTiK 「採れたてキャベツはミラ
イのお味」
脚本・演出＝たろう

9月19日㈰

出演＝山崎由美子 伊藤麻奈美 Cozy Deco カ
タール他 〈2000円 中学生以上1500円 小学生以
下無料〉 1時／4時30分開演

アミュゼ柏

※2回【千葉】

壱劇屋オンラインシアター 「1rooM β版」

9月19日㈰・20日㈪

柏原幸靖

脚本・演出＝大熊隆太郎

他1時／5

浅春枝他 〈1800円〉 19日8時／10時

中高生3000

※11回【東京】

劇団時間制作 「ヒミズ」
9月18日㈯～26日㈰
脚本・演出＝谷碧仁
出演＝西山潤 松田るか 三津谷亮 木ノ本嶺浩
久獅他 〈7700円〉 20日12時／5時 21・22・24日
6時 26日2時 他1時／6時開演 Mixalive TOK
YO・Theater Mixa
※14回【東京】
人宿町やどりぎ座 「国境のある家」
9月18日㈯～26日㈰
脚本＝八木柊一郎 演出＝黒澤世莉
出演＝大石宣広 蔭山ひさ枝 貴島豪 おおいしあ
き よ 古 澤 健 太 他 〈3500 円 25 歳 以 下 2000 円 〉
18・25 日 5 時 19・26 日 3 時 開 演 20 ～ 24 日 休 演
人宿町やどりぎ座
※4回【静岡】
アミューズ 「ザ・パンデモニアム・ロック・ショー」
9月18日㈯～10月3日㈰
脚本＝森雪之丞 演出＝河原雅彦
出演＝中山優馬 桜井玲香 水田航生 汐崎アイル
小松利昌他 〈S席11500円 A席8500円 B席6000
円〉 18 日 5 時 20・26・3 日 12 時 22・24・28・1
日1時30分 29日1時30分／6時30分 他12時／5
時開演 21・27・30日休演 日本青年館ホール

※18回（14回／4回）
【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 10 月 8 日 ㈮ ～ 11 日 ㈪ 〈S 席 10000 円 A 席 8500
円〉 9日12時／5時 11日1時 他12時開演 森ノ
宮ピロティホール ※5回
【大阪】

蜂谷里桜

北とぴあ・ペガサスホール
※1回【東京】

出演＝北脇勇人
5時開演

谷美幸

オンライン公演

半田慈登

松田康平

湯

20日3時／

※4回【大阪】

ルサンチカ 「WILD THINGS」
9月19日㈰～24日㈮
脚本・演出＝河井朗
出演＝蒼乃まを 中條玲 松﨑義邦 渡辺綾子
〈2500円〉 19日5時 23日1時／5時 24日2時 他
2時／6時開演 22日休演 スタジオ「HIKARI」
※8回【神奈川】
早稲田大学演劇倶楽部 「詳しくは明日の××で！」
9月25日㈯・26日㈰
脚本＝中野治香 家亀葉菜 水倉花音 演出＝瀧口
さくら 旦部遥奈
出演＝中野治香 家亀葉菜 水倉花音 〈視聴無料〉
25日5時 26日12時開演 早稲田小劇場どらま館
※2回【東京】
神 奈 川 県 民 ミ ュ ー ジ カ ル プ レ ゼ ン ツ・ 立 花 プ ロ
デュース音楽喜劇 「『町人貴族」
・朗読会『月光』」
9月20日㈪
脚本・演出＝神奈川県民ミュージカル
出演＝神奈川県民ミュージカル 〈3000 円 3800
円〉 1時／4時開演 ヨコスカ・ベイサイド・ポ
ケット
※2回【神奈川】
吉本興業 「ドウキの…」
9月20日㈪・21日㈫
脚本・演出＝岡部尚子
出演＝小川菜摘 宮下今日子 藤井隆 守谷日和
フクシノブキ 〈4500円〉 20日2時／6時30分 21
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日6時30分開演

よしもと有楽町シアター

※3回【東京】

劇団キンダースペース 「ママ先生とその夫」
9月20日㈪～26日㈰
脚本＝岸田國士 演出＝深町麻子
出演＝小林もと果

古木杏子

森下高志

榊原奈緒

子 林修司他 〈3300円 高校生以下1500円〉 21
日7時 22・24日3時／7時 25日2時／6時 他3時
開演

劇団キンダースペースアトリエ
※10回【埼玉】

火曜日のゲキジョウ 「劇企画 海月富士×MEHEM」
脚本・演出＝信濃タケウミ

9月21日㈫

出 演＝ゆづ き タケウミ 高 谷 幸 士 郎 ゆ っ こ
〈2000円〉 6時／7時45分開演 in→dependent
theatre 1st

※2回【大阪】

大阪人情喜劇の会 「サラリーマンナイトフィー
バー」
9月21日㈫
脚本・演出＝錦織一清
出演＝渋谷天笑 惣田紗莉渚 室たつき 高橋亜衣
稲村梓他 〈3000円〉 7時配信開始 本所松坂亭
※1回【東京】
品川親不知 「
『アドリブ・オン・ザ・ウォーター』
『品川野放図』
」
9月21日㈫～26日㈰
脚本・演出＝山田遊 弘灰桂輔
出演＝石井卓真 石松千明 笠啓人 朱梨 弘灰桂
輔他 〈3000円 高校生以下1000円〉 23・25日12
時30分／4時／7時30分 24日4時／7時30分 26日
12時30分／4時 他6時開演 ウッディシアター中
目黒
※12回【東京】
ハツビロコウ 「夏の砂の上」 9月21日㈫～26日㈰
脚本・演出＝松本光生
出演＝豊川智大 千賀由紀子 本多真弓 金原爽佳
井手麻渡他 〈3500円 学生3000円〉 21日7時30分
23・25日1時／5時 26日1時 他7時開演 「劇」小
劇場
※8回【東京】
オオタスセリ 「スセリ☆台本劇場24」
9月21日㈫～26日㈰

脚本・演出＝オオタスセリ
出演＝未唯mie 三ツ矢雄二 スセリ くじら 金
月真美他 〈4000円 配信チケット2500円〉 22日2
時／ 7 時 他 7 時開演 23 ～ 25 日休演 新宿シア
タートップス
※4回【東京】
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オータムプロダクションズ×nezumi 「17 Etudes」
脚本＝植村真

演出＝仁田晶凱

9月22日㈬・23日㈭

出演＝仁田晶凱 宮里倫史 高橋宏治 〈3000円〉
22日7時 23日2時開演 トーキョーコンサーツ・
ラボ
※2回【東京】
LDH REAL RPG STAGE 「ETERNAL」
9月22日㈬・23日㈭
脚本＝葛木英 演出＝児玉明子
出演＝RIKU 長谷川慎 鈴木昂秀
他 〈11000円〉 22日7時
京ガーデンシアター

陣

岩谷翔吾

23日1時／6時開演

東

※3回【東京】

Superb Sick Squad 「FINAL QUEENS」
脚本・演出＝朱木雀空
出演＝青木愛

大河原生純

9月22日㈬～26日㈰

太田彩佳

田中沙季他 〈4500円〉 22日7時
12時／4時

他2時／7時開演

奥平富美香

25日6時

26日

千本桜ホール
※8回【東京】

劇団えのぐ 「全部、真っ赤な嘘です。」
9月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝松下勇
出演＝佐伯さやか 岡崎めぐみ 梶原翔 立田聡実
中舘早紀他 〈3800円 生配信2000円〉 22日7時
26日1時／5時 他2時／7時開演 萬劇場
※9回【東京】
演劇企画アクタージュ 「ホシノヒト」
9月23日㈭～26日㈰
脚本・演出＝大関雄一
出演＝笹本純一 竹下亘 小川ひかる 大曲由起
坂井和他 〈4000円 配信2500円〉 24日7時 26日
2時 他2時／6時開演 シアターグリーン BASE
THEATER
※6回【東京】
激団リジョロ 「風の市」
9月23日㈭～26日㈰
脚本＝金哲義 演出＝金光仁三
出演＝久井正樹 貴玖代 齋藤このむ 中鶴間大陽
星野桃子他 〈4500円 学生2500円 高校生以下無
料 アーカイブ配信3000円 生配信3300円〉 24日
7時 26日1時 他1時／6時開演 サンモールスタ
ジオ

演劇ユニット

※6回【東京】

メイホリック 「嘘つきの世界」
9月23日㈭～26日㈰
脚本＝高羽柊奈 演出＝岡本芽子

演劇年鑑 2022

出演＝久代梨奈
林れい

鷲見友美ジェナ

松岡ななせ

渡邉ひかる他 〈特典S席9300円

席8300円

小

特典A

A席7300円〉 24 日 2 時／ 7 時 26 日 12

時30分／4時30分
ゲキ‼

他1時／6時開演 CBGKシブ
※8回【東京】

劇団うつろろ 「クオリア」

脚本・演出＝越智良知
出演＝村上美緒 瀬川サチカ

9月23日㈭～26日㈰
田村魁成

磯崎みず

ほ 和地泰平他 〈3300円 アーカイブ配信2300
円〉 23日7時 24日7時30分 25日2時／6時 26
北池袋・新生館シアター

日1時／5時開演

※6回【東京】

AIPプロデュース 「リーディングガールズ」
脚本＝守山カオリ
出演＝石川凜果

9月23日㈭～26日㈰
演出＝扇田賢

絃ユリナ

岩﨑千明

花梨他 〈5500円〉 25日1時／6時
時

他7時開演

沖田桃果

26日12時／5

キーノートシアター ※6回【東京】

Back Stage 「Miss Inside〜シークレットコン
テストへようこそ〜」
9月23日㈭～26日㈰
脚本・演出＝今井夢子
出演＝小林アリス 佐倉希望 碧さやか 西堀真央
松 島 史 奈 他 〈7000 円 オ ン ラ イ ン 公 演 3500 円 〉
11時／3時／7時開演 ホテルニューショーヘイ
※9回【東京】
兎団 「アテルイノシン」
9月23日㈭～26日㈰
脚本＝能登千春 演出＝斉藤可南子
出演＝斉藤可南子 松尾武志 柳橋龍 佐藤天衣
緋乃ほのか他 〈2500円 高校生以下1500円 配信
視聴2000円〉 24日1時／7時 26日2時 他2時／7
時開演 コフレリオ・新宿シアター ※7回【東京】
劇団☆ディアステージ 「ネコにマタタビ♡アキバ
にオタク」
9月23日㈭～26日㈰
脚本・演出＝入江おろぱ
出演＝劇団☆ディアステージ 〈6500円〉 26日12
時／5時 他1時／6時開演 シアターKASSAI
※8回【東京】
モミジノハナ 「危ういながらあなたと、」

9月23日㈭～26日㈰
脚本・演出＝野花紅葉
出演＝小西耕一 松浦みる 宮部大駿 野花紅葉
〈3000円 学生2300円〉 23日7時 26日12時／5時
他2時／7時開演 シアターバビロンの流れのほと

りにて

※7回【東京】

劇団フェリーちゃん 「Ma les me Role〜マルム
ロール〜」
脚本・演出＝なにわえわみ
出演＝辻真梨乃 伊藤瑛佑
田拓真他 〈4000円

9月23日㈭～26日㈰

福丸繚

瀧澤由舞

大学・専門生3500円

高校生500円〉 23日3時／7時
2時／7時開演 王子小劇場

角

中学・

26日1時／5時 他
※8回【東京】

山下菜美子プロデュース 「月の綺麗な夜に月に寄
る」

脚本・演出＝トクナガヒデカツ

9月23日㈭～27日㈪

出演＝大野清志 加藤真央 服部武雄 平山佳延
吉田翔吾他 〈5000円〉 23日3時／7時 24日7時
27日3時

他2時／6時開演

ザ・ポケット
※8回【東京】

りゃんめんにゅーろん 「茄子の花、落つ」

9月23日㈭～30日㈭
脚本・演出＝南出謙吾
出演＝山本祐也 水木たね 〈配信500円〉 開演時
間未詳 未来ワークスタジオ
※1回【大阪】
演劇ユニット少年cycle 「Regret Girl」
9月24日㈮・25日㈯
脚本・演出＝NOMU
出演＝前田彩水 佐藤礼菜 神永月花 〈3000円〉
24日6時 25日3時／6時開演 岡山ブルーブルース
※3回【岡山】
ぽこぽこクラブ 「暴発寸前のジャスティス」
9月24日㈮・25日㈯
脚本＝ぽこぽこクラブ 演出＝三上陽永
出演＝高橋玄太 渡辺芳博 坂本健 杉浦一輝 三
上陽永 〈3500円〉 24日3時／7時 25日11時／3
時／6時30分開演 新宿シアタートップス
※5回【東京】
melomys／ひとり芝居 「present」
9月24日㈮～26日㈰
脚本＝田崎小春 横山祐香里 演出＝田野邦彦
出演＝田崎小春他 〈3000円 25歳以下2000円〉 24
日2時／7時30分 他1時／5時開演 STスポット

※6回【神奈川】

Reading Bitter 「フィットプリンセス」
9月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝Reading Bitter
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出演＝影浦由佳

赤松みなみ

小坂ゆうき他 〈3000円

千歳ゆず

中村優結

オンライン配信チケット

流山児★事務所 「ヒ me 呼〜ひ み こ〜」

9月24日㈮～10月3日㈰

2000円〉 24日4時30分／7時

25日11時30分／1時

脚本＝しりあがり寿

ネコ脱出 「二人の座長」

9月24日㈮～26日㈰

2時開演 ザ・スズナリ

30分／3時30分 26日11時30分／2時／4時30分／
7時開演 jagaimo劇場
※9回【東京】

脚本・演出＝高倉良文
出演＝高倉良文 モリマリコ

〈4000円〉 26日1時／5時
沢・スターダスト

溝口優

船戸慎他

他2時／6時開演 下北
※6回【東京】

teamキーチェーン 「宝家の家宝」
脚本・演出＝Azuri

9月24日㈮～26日㈰

出演＝岡田奏 マナベペンギン 高良紗那 今井裕
也 Azuki 〈3000円 配信公演1500円〉 24日7時30
分 他1時／4時／7時開演 RAFT

※7回【東京】

yhs 「14歳の国」
9月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝南参 脚本＝宮沢章夫
出演＝栗原聡美 小島彩歌 鈴目那緒 佐藤杜花
大和田舞他 〈4000円 学生2000円〉 24日7時 25
日12時／3時30分／7時 26日1時／5時開演 生活
支援型文化施設コンカリーニョ
※6回【北海道】
Bratto coyote 「シアトリカル・パレード」
9月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝広瀬謙
出演＝小川鈴 山岸絵美 広瀬謙 岡本瑞生 葛原
瑞穂他 〈3800円〉 24日6時30分 25日2時／6時
30分 26日1時／5時開演 大阪市立芸術創造館
※5回【大阪】
ダウ90000 「旅館じゃないんだからさ」
9月24日㈮～27日㈪
脚本・演出＝蓮見翔
出演＝園田祥太 飯原僚也 上原佑太 道上珠妃
中島百依子他 〈3000円 学生2500円 配信チケッ
ト2000円〉 24日7時 27日6時 他2時／6時開演
ユーロライブ
※6回【東京】
ミュージカル座 「何処へ行く」
9月24日㈮～27日㈪

脚本・演出＝ハマナカトオル 演出＝梅沢明恵 作
曲＝tak
出演＝ミュージカル座 〈SS席10000円 S席8500
円 A席6000円〉 26・27日12時 他12時／6時開
演 THEATRE1010
※6回【東京】
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演出＝天野天街

出演＝塩野谷正幸 伊藤弘子 上田和弘 甲津拓平
小林七緒他 〈4500円 25歳以下2500円 高校生以
下1000円〉 24・1日7時
28・30・2日2時／7時他

※13回（9回／4回）
【東京】

名取事務所 「灯に佇む」

脚本・演出＝内藤裕子
出演＝田代隆秀 加藤頼
崎正寛他 〈5000円
3500円

学生1500円

9月24日㈮～10月3日㈰
山口眞司

鬼頭典子

岩

シニア・ハンディキャップ
高校生以下500円〉 24・29

日7時 26・1日2時／7時 27・30日3時 3日1時
他2時開演 小劇場B1
※12回（8回／4回）
【東京】
劇団東京乾電池 「さらっていってよピーターパン」
脚本＝別役実

演出＝柄本明

9月25日㈯

出演＝西村喜代子 谷川昭一朗 上原奈美 西本竜
樹 重 村 真 智 子 他 〈3000 円 15 歳 以 上 1500 円 〉
11時／3時開演 北とぴあ・つつじホール
※2回【東京】
劇団森 「少しだけ遠くに」
9月25日㈯
脚本・演出＝勝田光哉 今井茉莉江 小川竜駆
出演＝あいざわ 青松冬夏 今井茉莉江 小川竜駆
小野正龍他 〈フリーカンパ制〉 9時配信開始 早
稲田大学学生会館
※1回【東京】
東京幕末GARAGE 「一片の絆〜閃光と疾風〜」
9月25日㈯
脚本・演出＝樹咲リヨコ 脚本＝楠本剛
出演＝樹咲リヨコ 山田紘輝 長﨑瞳 楠本剛
〈配信視聴チケット2000円〉 6時開演 野方区民
ホール
※1回【東京】
合田団地 「リゾート（なかった青春の末路として
の）
」
9月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝合田団地
出演＝岩越信之介 尾形柚香 澤田誠 夏井菜月
〈3000円 25歳以下2300円〉 2時／6時開演 京都
芸術センター
※4回【京都】
TEAM SPOT JUMBLE 「徳森さんと大森さんと
波森さん」
9月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝末吉功治
出演＝ナツコ 宝眞榮日也美 真栄城美鈴 〈2000
円〉 25日1時／6時30分 26日1時／3時30分／6時
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30分開演

アトリエ銘苅ベース

※5回【沖縄】

関西演劇集団 Z system 「Traumatic Girl」

9月25日㈯～28日㈫

脚本・演出＝奈可川浩三
出演＝森下りお 古場町茉美

笠松遥未

ウエダ雛他 〈3800円〉 25日6時
時／6時開演 駅前劇場
※当公演は下記にて公演有り。

花野紗南

28日2時

他2

※6回【東京】

▼10月21日㈭～25日㈪ 〈3500円〉 21日7時 22
日3時／7時 23日2時／6時 他3時開演 in→de
pendent theatre 1st

※7回【大阪】

matsucarpone 「20 0 80 0」
9月25日㈯～30日㈭
脚本・演出＝松岡千明
出演＝松岡千明 〈600 円

700 円

高校生以下無

料〉 26日11時／1時／3時／6時／8時

28日1時／

3時／6時／8時 29日7時／1時／3時／8時

30日

11時／1時／3時／6時 他1時／3時／6時／8時／
11時開演 ツイキャス
（オンライン配信）
※27回【東京】
三栄町LIVE×前田直紀 「98色の短編集」
9月25日㈯～10月3日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 29日2時／7時30分
1日2時 2日2時／6時 3日1時／5時 他7時30分
開演 三栄町LIVE STAGE
※12回（7回／5回）
【東京】
AI・HALLリーディング 「ジハード―Djihad―」
9月26日㈰
脚本＝イスマエル・サイディ 演出＝瀬戸山美咲
出演＝加藤智之 竹内宏樹 村角ダイチ 戎屋海老
〈2200 円 18 歳 以 下 500 円 〉 11 時 ／ 3 時 30 分 開 演
AI・HALL
※2回【兵庫】
ミュージカル 「
『刀剣乱舞』〜静かの海のパライソ〜」
9月27日㈪～10月3日㈰
脚本＝伊藤栄之進 演出＝茅野イサム 作曲＝YO
SHIZUMI 和田俊輔
出演＝岡宮来夢 牧島輝 糸川耀士郎 石橋弘毅
立花裕大他 〈S席10500円 A席8500円〉 27・1日

6 時 他 1 2 時 ／ 6 時 開 演 2 9 日 休 演 T O K YO
DOME CITY HALL
※10回（5回／5回）
【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月15日㈮・16日㈯ 〈10500円〉 12時／6時開
演 アルモニーサンク・北九州ソレイユホール ※

4回【福岡】

▼10月22日㈮～24日㈰ 〈S席10500円
円〉 22日6時

他12時／6時開演

A席8500

梅田芸術劇場メ

インホール ※5回【大阪】
▼ 10 月 30 日 ㈯ ～ 11 月 7 日 ㈰ 〈S 席 10500 円 A 席
8500円〉 31・3・6・7日12時／6時 他6時開演 1
日休演

TOKYO DOME CITY HALL

※12回（3

回／9回）
【東京】
▼11月20日㈯～25日㈭ 〈10500円〉 20・24日6時
他12時／6時開演
8回【宮城】

22日休演

多賀城市民会館

※

火曜日のゲキジョウ 「謎の女―――《まなみ》。×
三等フランソワーズ」
脚本・演出＝マナカ 中川浩六

9月28日㈫

出演＝那須翼 マナカ 中川浩六 木山梨菜
〈2000円〉 6時／7時45分開演 in→dependent
theatre 1st

※2回【大阪】

プロジェクトリコロ 「純情おにぎり物語」
9月28日㈫～30日㈭
脚本・演出＝こうのゆうか
出演＝池澤汐音 夏陽りんこ 南名称 波崎彩音
蜂巣和紀他 〈4500円〉 28日7時 他2時／7時開演
萬劇場
※5回【東京】
Alexandrite Stage 「The Great Gatsby In
Tokyo」
9月28日㈫～10月3日㈰
脚本・演出＝野口大輔 ウチクリ内倉
出演＝志村倫生 大野愛 古田伊吹 舘野将平 久
保沙由李他 〈9000円 7500円 6000円〉 30～2日
1時30分／6時30分 3日12時／4時30分 他6時30
分開演 六本木トリコロールシアター
※10回（4回／6回）
【東京】
制作「山口ちはる」プロデュース 「私の履歴書」
9月28日㈫～10月3日㈰
脚本・演出＝山口千晴
出演＝久留生那夏 彩咲かんな 宮原舞衣 岡崎桃
果 天他 〈3000円〉 29日3時／5時30分／7時30
分 2・3日1時／3時／5時30分 他5時30分／7時
30分開演 下北沢・スターダスト
※15回（7回／8回）
【東京】
カガミ想馬プロデュース 「イリクラ 〜Iridesce
nt Clouds〜 2020-2021」 9月29日㈬～10月3日㈰
脚本＝柴原麻里子 演出＝カガミ想馬
出演＝松藤拓也 若林倫香 吉野哲平 西間庭惇
水川碧他 〈7000円 6000円〉 1・2日1時／6時 3
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日12時／4時 他6時開演 シアターグリーン BIG
TREE THEATER

※8回（2回／8回）
【東京】

劇団S.W.A.T！ 「およそ七人の侍」
9月29日㈬～10月3日㈰
脚本・演出＝四大海
出演＝清水浩智

滝佳保子

中友子

瀧下涼

渡辺

有希他 〈5500円〉 30日2時／7時 2日1時／5時
3日12時／4時 他7時開演 赤坂RED/THEATER

※8回（3回／5回）
【東京】

短編劇集volume1６秋カフェ 「時いろいろ」

9月29日㈬～10月3日㈰

脚本＝三島由紀夫 佐々木慶他 脚本・演出＝D.R.
A.G 瀬尾さよ子 長谷基弘

▼10月7日㈭ 〈3500円
円〉 7時開演
ンホール

大学・専門学生以下2500

高知県立県民文化ホール・グリー

※1回【高知】

▼10月10日㈰ 〈3500円 高校生以下2500円〉 2時
開演 土佐清水市立市民文化会館・くろしおホール
※1回【高知】
近畿大学文芸学部芸術学科舞台芸術専攻 30 期生
「プンティラ旦那と下男のマッティ」
9月30日㈭～10月3日㈰
脚本＝ベルトルト・ブレヒト 演出＝松本修
出演＝島田藍斗

村上茉斗香

宮崎佳恋

寺田航

岡島大祐他 〈無料〉 2日1時／6時 3日1時
時開演

他6

東大阪市文化創造館・小ホール
※5回（1回／4回）
【大阪】

出演＝中嶌聡 モイラ ノンタクトしゅん 湯前冴
里 石坂純他 〈2000円 ライブ＆アーカイブ配信

Rising Tiptoe 「ウィルス会議〜人間ども篇」

30分／3時／5時30分

脚本・演出＝宇吹萌

1000円〉 29日8時
RAFT

30日5時30分／8時

3日12時

他3時／5時30分／8個開演

※12回（3回／9回）
【東京】

ala Collectionシリーズ 「紙屋悦子の青春」
9月29日㈬～10月4日㈪
脚本＝松田正隆 演出＝藤井ごう
出演＝平体まひろ 長谷川敦央 藤原章寛 枝元萌
岸槌隆至 〈4000円 18歳以下2000円〉 29・1日6
時30分 他2時開演 可児市文化創造センター
※6回（2回／4回）
【岐阜】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月16日㈯ 〈3000円〉 2時開演 長岡リリック
ホール ※1回
【新潟】
クロジ 「白い雪と赤い華」

9月29日㈬～10月5日㈫
脚本＝藤丸亮 演出＝三浦佑介
出演＝斉藤範子 阿部敦 中澤まさとも 松崎亜希
子 大髙雄一郎他 〈7000円〉 2・3日1時／6時 5
日 12 時 ／ 4 時 他 6 時 30 分 開 演 こ く み ん 共 済
coop ホール／スペース・ゼロ
※10回（2回／8回）
【東京】
ばぶれるりぐる 「いびしない愛」
9月30日㈭～10月3日㈰
脚本＝竹田モモコ 演出＝チャーハン・ラモーン

出演＝竹田モモコ 是常祐美 高阪勝之 泥谷将
蟷螂襲 〈4000円〉 2日1時／5時 3日3時 他7時
開演 in→dependent theatre 2nd
※5回（1回／4回）
【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
450

9月30日㈭～10月3日㈰

出演＝大浦孝明 小田切沙織 星野クニ 岡庭菜穂
中島多朗他 〈4300円〉 30日7時30分 1日4時／7
時30分 2日1時／4時／7時30分 3日1時／4時開
演 アトリエファンファーレ東池袋
※8回（1回／7回）
【東京】
演劇ユニットちょもらんま 「仰げば尊し」
9月30日㈭～10月3日㈰
脚本・演出＝高山典子
出演＝薄田純加 永野百合香 丸山美樹 佐々木直
樹 チャーリー畠山他 〈3000円 配信チケット
2000円〉 30日7時30分 1日2時／7時30分 2日12
時30分／4時／7時30分 3日12時30分／4時開演
北池袋・新生館シアター ※8回（1回／7回）
【東京】
進戯団夢命クラシックス 「Requiem」
9月30日㈭～10月3日㈰
脚本・演出＝伊藤マサミ
出演＝北村諒 北川尚弥 舞原鈴 笹岡幸司 健人
他 〈8000円〉 3日12時／4時30分 他1時／6時30
分開演 シアターサンモール
※8回（2回／6回）
【東京】
文学座附属演劇研究所研修科発表会 「痕跡（あとあ
と）
」
9月30日㈭～10月3日㈰

脚本＝桑原裕子 演出＝小林勝也
出 演 ＝ 文 学 座 附 属 演 劇 研 究 所 研 修 科 〈1000 円 〉
他6時 2・3日1時開演 文学座アトリエ
※4回（1回／3回）
【東京】
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ラビット番長 「虹の人〜アスアサ四ジ イヅ ジシ

木之瀬雅貴他 〈3500円

脚本・演出＝井保三兎

北九州芸術劇場・小劇場

ンアル〜」

9月30日㈭～10月4日㈪

出演＝井保三兎 西川智宏 大川内延公 渡辺あつ
し 野崎保他 〈4500円 配信3800円〉 30日6時 4
日1時 他1時／6時開演 シアターグリーン BASE
THEATER

※8回（1回／7回）
【東京】

JOE Company 「7 Nana」

9月30日㈭～10月11日㈪
脚本・演出＝JOE Company
出演＝JOE Company 〈5800円〉 2・9日1時／4
時

3・5 日 2 時 10 日 12 時 ／ 3 時 30 分

他7時開演

7日休演

11 日 12 時

ザ・ポケット
※14回（1回／13回）
【東京】

ツキステ。製作委員会 「月花神楽〜黒と白の物語〜」
脚本＝ふじわら

9月30日㈭～10月11日㈪

演出＝萩原成哉

出演＝縣豪紀 太田裕二 中島礼貴 上仁樹 澤邊
寧央他 〈11000円〉 2・3・5・7・9～11日11時／5
時 他5時開演 ヒューリックホール東京
※18回（1回／17回）
【東京】

10月
アートプロジェクト集団
「鞦韆舘」「SMオペラ〜
上海的月虹」
10月1日㈮・2日㈯
脚本＝三名刺繍 演出＝佐藤香聲
出演＝栗須香練 せんのさくら 田中之尚 平本茜
子 森下ユウキ他 〈S席8000円 A席5000円 B席
4000円〉 1日4時／7時 2日3時／6時開演 心斎
橋パルコ
「SPACE14」
※4回【大阪】
中之島文楽 「廓文章

吉田屋の段」
10月1日㈮・2日㈯
出演＝竹本織大夫 鶴澤藤蔵 吉田玉男他 〈1500
円 大学生1000円 小中高生500円〉 1日6時 2日
5時開演 大阪市中央公会堂
※4回【大阪】
家で出来る演劇 「ぶれる境界」 10月1日㈮～3日㈰
脚本＝善雄善雄 演出＝小崎愛美理
出演＝日野あかり 佛淵和哉 〈3000円〉 1日4時
／6時30分 他12時30分／3時／5時30分開演 北
千住BUoY

ブルーエゴナク 「眺め」
脚本・演出＝穴迫信一
出演＝平嶋恵璃香 野村明里

※8回【東京】

10月1日㈮～3日㈰
小関鈴音

高山実花

以下1000円〉 1日7時

24歳以下3000円

2日2時／7時

高校生

3日2時開演

※4回【福岡】

越前屋由隆一人芝居企画 「pick the pieces」
10月1日㈮～3日㈰

脚本・演出＝中原和樹

出演＝越前屋由隆 〈3500円 25歳以下2500円 高
校生以下1000円〉 1日7時30分 2日2時／6時 3
日1時／5時開演

王子小劇場

※5回【東京】

東京War:DS 「東京War:DS」 10月1日㈮～3日㈰
脚本・演出＝貴志砂印

出演＝生田善子 道井悠 夏陽りんこ 澁谷梓希他
〈SS席10000円 A席4000円 配信チケット2500円〉
3日12時／4時

他7時開演

萬劇場

※4回【東京】

DANK HEARTS 「ホントに？Boys編」

10月1日㈮～3日㈰

脚本＝西田シャトナー 演出＝遠坂百合子
出演＝菊地創 栗山航 こんどうようぢ 広瀬翔
〈S席6500円 A席5500円 オンライン配信券500
円〉 1日6時 2日12時／3時／6時 3日1時／4時
開演 大阪市立芸術創造館
※6回【大阪】
万博設計11 SCRAMBLE EXPO 2021 「ぱびりお
んさん」
10月1日㈮～3日㈰
脚本＝佃典彦 演出＝橋本匡市 清水友陽
出演＝千田訓子 加藤智之 空本奈々 畑山洋子
亀井健他 〈3000円 25歳以下2800円 高校生以下
1000円〉 1日7時 2日2時／6時 3日11時30分開
演 ウイングフィールド
※4回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月22日㈮～24日㈰ 〈3000円 25歳以下2800
円 高校生以下1000円〉 22日7時 23日2時／6時
24日11時30分開演 扇谷記念スタジオ・シアター
ZOO ※4回【北海道】
singing dog 「ユートピア」 10月1日㈮～5日㈫
脚本＝藤﨑麻里 演出＝吉田康一
出演＝板垣雄亮 井内勇希 坂井宏充 内海詩野
楢原拓 〈4500円 学生3500円 配信チケット3000
円〉 2・3日1時 5日1時／6時 他2時・7時開演
「劇」小劇場
※8回【東京】
TOffice 「朗読劇19ヘルツ」 10月1日㈮～5日㈫
脚本＝藤原良 演出＝大迫洸太郎
出演＝蜂谷真由 中村志音 紫希茜音 西野亜莉朱
岡田果歩他 〈4000円〉 2・3日1時／4時／7時 他
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7時開演

STUDIOユーキース

※9回【東京】

東京ノ温度 「ありすとてれす」 10月1日㈮～6日㈬
脚本・演出＝川島広輝
出演＝一村すみれ 須藤茉麻 小倉舞子 野田真実
久保雅樹他 〈4500円〉 1日7時 4・5日2時／7時
6日4時 他1時／5時30分開演 プーク人形劇場

※10回【東京】

劇団未来計画TOP 「ラピスラズリ」
10月1日㈮～10日㈰
脚本・演出＝辻田鯉絵
出演＝辻田鯉絵

大塚ぽかり

河原聖子

山本知史

指絵

出演＝他 〈2500円

中学生以下1000円

無料〉 2日6時／7時10分
ラス

午前の紅茶 「おやしらず」
脚本・演出＝午前の紅茶

演

／6時

脚本・演出＝瀬戸山美咲
出演＝占部房子 西尾友樹 大原研二 〈500円〉
11時／3時開演 東松山市民文化センター
※2回【埼玉】
マームとジプシー×ミナ ぺルホネン 「Letter」
10月2日㈯・3日㈰
脚本・演出＝藤田貴大
出演＝青柳いづみ 川崎ゆり子 佐々木美奈 召田
実子他 〈5000円 小中高生1500円〉 2日6時30分
3日2時開演 大町温泉郷・森林劇場 ※2回【長野】
演劇ユニットZANNEN座 「LIFE GAME」
10月2日㈯・3日㈰
脚本・演出＝鵜濱咲紀
出演＝石原友佳 鵜濱咲紀 白岩太郎 みき 〈3800円
映 像 版3500円〉 2日2時 ／6時 3日1時 ／5時開演
jagaimo劇場
※4回【東京】
劇団スタジオQ 「笑わないお姫さま」
10月2日㈯・3日㈰
脚本・演出＝大塚彩王
出演＝悠木風子 西川久仁子 福森久子 真鍋智佳
子 河田香他 〈2500円〉 2日6時30分 3日1時30
分 ／ 5 時 30 分 開 演 吹 田 市 文 化 会 館・ メ イ シ ア
ター・小ホール

※3回【大阪】

スイッチ総研 「吹きさらし!!手を変え品を変え劇
場」
10月2日㈯・3日㈰
脚本・演出＝池田亮 脚本＝岸田國士 演出＝光瀬
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10月2日㈯・3日㈰

※3回【東京】

劇団競泳水着 「暫しのおやすみ」

ミナモザ

10月2日㈯

※3回【神奈川】

宮益坂十間スタジオ・Aスタジオ

脚本・演出＝上野友之

リーディング劇 「ファミリアー」

未就学児

象の鼻テ

出演＝鈴木里菜 猪腰大記 井上朔 東野たまき
高橋千香他 〈1000円〉 2日3時 3日1時／5時開

マツモトユキ他 〈オンライン配信チケット1600
円〉 1日0時動画配信開始 一心寺シアター倶楽

※1回【大阪】

3日6時開演

10月2日㈯～10日㈰

出演＝浅見紘至 鮎川桃果 市原文太郎 今治ゆか
岡野桃子他 〈4000円 25歳以下2800円〉 3日1時
休演

7・9日2時／7時10日5時

駅前劇場

他7時開演

5日

※11回【東京】

ローゼンビートオペラ実験劇場 「オペレッタ 防
空頭巾」
10月3日㈰
脚本＝浜渦章盛 演出＝樫本智子
出演＝福嶋勲 小嶋美紀 中川正祟 福住恭子 浜
渦理代 〈3500円 学生2000円 中学生以下1500
円〉 4時／6時30分開演 AI・HALL
※2回【兵庫】
幻想芸術集団Les Miroirs 「霧のインゴルシュ
タット」
10月3日㈰
脚本・演出＝a-m.Lully
出演＝朝霞ルイ 高山タツヤ 武川美聡 〈1500
円〉 2時／5時30分開演 自由が丘Mum
※2回【東京】
劇団120○EN 「宝石将監」
10月3日㈰
脚本・演出＝清野和也
出演＝本田真也 史香 加藤友紀 霜山亜美 遠藤
航他 〈500円 中学生以下無料〉 10時30分／2時
開演 旧廣瀬座
※2回【福島】
劇団ラパン雑貨ゝイベント公演 「ラパハウス」
10月3日㈰
脚本・演出＝山下哲平 脚本＝羽根側洸太 演出＝

柏木佑太
出演＝真野未華 吉田菜都実 柏木佑太 太立健
山下哲平 〈4000円 配信2000円〉 12時／4時開演
中野スタジオあくとれ
※2回【東京】
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東京演劇集団風
独から愛へ」

バリアフリー演劇 「Touch〜孤

10月3日㈰

脚本・演出＝浅野佳成

▼10月21日㈭～24日㈰ 〈10800円〉 24日1時
1時／6時開演

ミニシアター1010

他

※7回【東京】

出演＝柳瀬太一 佐野準 佐藤勇太 〈2000円 25
歳以下500円 3歳未満ひざ上鑑賞無料〉 2時開演
パティオ池鯉鮒・かきつばたホール ※1回【愛知】

三栄町LIVE×ACT 「ドライブ」
10月5日㈫～17日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE

スカレッティーナ演劇研究所 「乱歩」
10月4日㈪～6日㈬

日2時／6時 10・17日1時／5時
11日休演 三栄町LIVE STAGE

脚本＝江戸川乱歩 演出＝小西優司
出演＝小西優司 相楽信頼 やまなか浩子
哉

佐古達

竹田真季他 〈2500円〉 4日5時30分／7時30

分 他1時30分／3時30分／5時30分／7時30分開演
RAFT

※10回【東京】

火曜日のゲキジョウ 「芝居紳士×劇団乱れ桜」
10月5日㈫
脚本・演出＝芝居紳士
出演＝福岡りょうじ

napomodiri

杉田真吾

とだただし

戸田

晋太郎 斉藤衿花 〈2000円〉 6時／7時45分開演
in→dependent theatre 1st
※2回【大阪】
中山ヤスカ 30th 企画公演 「三十路のいっぽめ」
10月5日㈫
脚本・演出＝藤丸亮他
出演＝中山ヤスカ 西出結 河合国広 根本こずえ
高木裕平 谷口洋行他 〈4500円 生配信チケット
2000円〉 2時／7時開演 ラゾーナ川崎プラザソル
※2回【神奈川】
サキクサ 「30歳の制服デート」
10月5日㈫～10日㈰
脚本・演出＝深谷晃成
出演＝浅見臣樹 大塚由祈子 〈3000円〉 5日8時
6日2時30分／5時／8時 8日5時／8時 10日12時
／2時30分／5時 他12時／2時30分／5時／8時開
演 雑遊
※17回【東京】
舞台 「文豪ストレイドッグス 太宰、中也、十五歳」
10月5日㈫～12日㈫
脚本・演出＝中屋敷法仁
出演＝植田圭輔 田淵累生 加藤ひろたか 夢月せ
ら 根本正勝他 〈10800円〉 5・11日6時 12日1
時 他1時／6時開演 7日休演 よみうり大手町

ホール
※11回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月16日㈯・17日㈰ 〈10800円〉 6日5時 7日
12 時 ／ 5 時 開 演 COOL JAPAN PARK OSA
KA・WWホール ※3回
【大阪】

出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 8・15日2時 9・16

他7時30分開演
※16回【東京】

ニッポン放送／ぴあ ブランニューオペレッタ
「Cape
jasmine」

脚本・演出＝根本宗子

10月6日㈬・7日㈭

出演＝横山由依 中山莉子 江上敬子 あっこゴリ
ラ もも他 〈S席8800円 A席7500円 22歳以下
3800円〉 6日6時30分
青年館ホール

2時／6時30分開演 日本
※3回【東京】

LOGOTyPEプロデュース 「クロノス」

10月6日㈬～10日㈰
脚本＝成井豊 演出＝山崎亨太
出演＝南翔太 辻美優 今出舞 堀田怜央 難波な
う他 〈6000円〉 8日2時／7時 9日1時／6時 10
日1時 他7時開演 中目黒キンケロ・シアター
※7回【東京】
アンティークス 「未来からの手紙」
10月6日㈬～10日㈰
脚本・演出＝岡﨑貴宏
出演＝飯智一達 中村賢人 小田真里奈 吉村歩華
前田あかり他 〈4000円 18歳以下1500円 アーカ
イブ配信チケット2000円〉 9日1時／6時 10日12
時／5時 他2時／7時開演 王子小劇場
※10回【東京】
たすいち 「レプリカシグナル」
10月6日㈬～10日㈰
脚本・演出＝目崎剛
出演＝大森さつき 小太刀賢 白井肉丸 鳥谷部城
中田暁良他 〈4300円 25歳以下3000円 18歳以下
2500円〉 6日7時 9・10日2時／6時 他2時／7時
開演 シアター711
※9回【東京】
メトロンズ 「ミスタースポットライト」

10月6日㈬～10日㈰
脚本＝池田一真 演出＝中村元樹
出演＝赤羽健壱 池田一真 児玉智洋 関町知弘
田所仁他 〈5000円 生配信800円 2000円〉 9・
10日12時／4時 他6時開演 赤坂RED/THEAT
453
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ER

※7回【東京】

BE WOOD LIVE 「ペーパーカンパニー ゴースト
カンパニー」
脚本・演出＝松本陽一
出演＝高橋明日香 栞菜
沙

10月6日㈬～10日㈰

かわのをとや

クシダ杏

オオダイラ隆生他 〈7800円〉 7日2時／6時

他6時開演 シア
※8回【東京】

9日1時／5時 10日12時／4時
ターKASSAI

脚本＝内田春菊

演出＝ペーターゲスナー

出演＝小林ひな実
子

後藤まなみ

長谷川亜弓他 〈5000円

時／6時 10日12時／3時
ター風姿花伝

脚本＝安藤亮司

日 1 時 30 分

出演＝岸田麻佑 石川翔 佐藤慎亮 髙野彩加 山
下華蓮他 〈4000円〉 8日2時／ 7 時 9・10 日 1 時
／5時

他7時開演

APOCシアター ※8回【東京】

ドラマティック・カンパニー 「COUPLE」

10月6日㈬～10日㈰

脚本・演出＝川口俊和
出演＝中尾隆聖 関俊彦 堀本等 巴菁子 〈6500
円〉 7・9日2時／6時30分 10日2時 他6時30分
開演 シアターサンモール
※7回【東京】
劇団暴創族 「ラ・ラ・ラジオ物語」
10月6日㈬～10日㈰
脚本・演出＝大坪雅俊
出演＝小林大祐 前原未晴 久保健太 須山祐来
谷口就平他 〈4500円 高校生以下3500円 未就学
児無料〉 8・9日2時／7時 10日12時／4時 他7
時開演 劇場MOMO
※8回【東京】
感謝の日々を 「緋は退紅に燃ゆ」
10月6日㈬～10日㈰
脚本＝田島聖也 演出＝澤田洋栄
出演＝SHUN 柴田茉莉 真矢 〈5000円〉 6日7
時 10日2時 他2時／7時開演 上野ストアハウス
※8回【東京】
“STRAYDOG” 「心は孤独なアトム」
10月6日㈬～10日㈰
脚本・演出＝森岡利行
出演＝“STRAYDOG” 〈5000円 高校生以下3000
円〉 8・9日2時／6時 10日12時／4時 他6時開
演

シアターグリーン

BOX in BOX THEATER
※8回【東京】

うずめ劇場 「がん患者だもの、みつを」
10月6日㈬～10日㈰
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他2時／7時開演 シア
※10回【東京】

土で育まれたワインと人の恋物語〜」
10月6日㈬～10日㈰
脚本・演出＝菅野臣太朗
出演＝杉江優篤 甲斐千尋

演出＝尾崎真一

松尾容

株式会社Ask 「土のバッキャロー！！〜山形の風

トリプルコア 「ひとひらの勇気」

10月6日㈬～10日㈰

荒牧大道

学生3000円〉 9日1

松村泰一郎

國島直希

柳沢卓他 〈7000 円〉 9・10 日 1 時 30 分／ 6 時
BIG TREE THEATER

猫のホテル 「ピンク」
脚本・演出＝千葉雅子
出演＝中村まこと
藤真弓

※9回【東京】

10月6日㈬～13日㈬

森田ガンツ

村上航他 〈5000円

日2時／7時 9日1時／6時
ナリ

12

シアターグリーン

他 6 時 30 分開演

市川しんぺー

佐

学生3000円〉 8・12

他7時開演 ザ・スズ
※11回【東京】

る・ひまわり 「いとしの儚」 10月6日㈬～17日㈰
脚本＝横内謙介 演出＝石丸さち子
出演＝鳥越裕貴 鎌滝恵利 辻本祐樹 山﨑晶吾
原田優一他 〈8800円〉 9・10・16日1時／6時 17
日12時30分／5時 他6時30分開演 11日休演 六
本木トリコロールシアター
※15回【東京】
「HAPPY END」製作委員会 「僕とメリーヴェルの
7322個の愛」
10月6日㈬～17日㈰
脚本＝吉田恵里香 演出＝毛利亘宏
出演＝生駒里奈 松田凌 〈7800円〉 9・10日12時
／ 4 時 13 ～ 15 日 3 時 ／ 7 時 16・17 日 12 時 ／ 4 時
他7時開演 12日休演 CBGKシブゲキ‼
※18回【東京】
ハグハグ共和国 「PUZZLE〜HUGALIVE2021〜」
「天穹の雫」
10月7日㈭～10日㈰
脚本・演出＝久光真央
出演＝月野原りん 宇田奈央子 中村和之 生粋万
鈴 ちあき他 〈3800円〉 10日1時／5時 他2時／
7時開演 萬劇場
※8回【東京】
劇団イン・ノート 「海賊の時間」
10月7日㈭～10日㈰
脚本・演出＝芝原れいち
出演＝岩瀬未央 酒向怜奈 松塚道顕 澤田陸人
佐藤朱里他 〈2800円 学生2500円 配信2000円〉
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7日7時

10日12時／4時

OFFシアター

他2時／7時開演

OFF

※7回【東京】

江戸糸あやつり人形結城座 「壺坂霊験記」
10月7日㈭～10日㈰
脚本・演出＝江戸糸あやつり人形結城座
出演＝十三代目結城孫三郎

三代目両川船遊

湯本

アキ 大浦恵実 竹本綾之助 〈5000円 30歳以下
3000円 学生2000円〉 8・10・11日2時 他7時開
演

ザムザ阿佐谷

※5回【東京】

7時

他2時開演

江原河畔劇場

※3回【兵庫】

小夜なら×表現集団蘭舞 「あの夕暮れをもう一度」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝仲野識 ダーハナ
出演＝橋本佳奈子 杉宮加奈 沖村彩花 清水こま
き

伊冬ともこ他 〈4000円

動画パス3000円〉 8

日6時30分 9日12時／3時30分／6時30分
時／5時開演 北とぴあ・ドームホール

※6回【東京】

FESTA松本 惑星企画 「セツアンの善人」

ろーまの平日 「ゆかいなコント集

原作＝ベルトルト・ブレヒト
司

脚本・演出＝麓貴志
出演＝浅井千寿代 川口美香

10月8日㈮・9日㈯

脚色・演出＝細川貴

出演＝細川貴司 〈2000円 小学生以下500 3歳未
満膝上鑑賞無料〉 8日5時 9日2時開演 まつもと
市民芸術館シアターパーク

※2回【長野】

猿博打 「無一文ヒーロー」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝村上弦
出演＝板場充樹 河村凌 香西守 有田しんご 宮
田みや他 〈3000円 学生2000円 配信観劇1000
円〉 2時／7時開演 中板橋・新生館スタジオ
※6回【東京】
青年団 「東京ノート」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝青年団 〈3500円 高校生以下2000円〉 9日
6 時 30 分 他 2 時開演 枚方市総合文化芸術セン
ター／関西医大・小ホール
※3回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月15日㈮～17日㈰ 〈3500円 大学生2500円
高校生以下500円〉 15日7時 16日2時／6時 17
日2時開演 四国学院大学ノトススタジオ ※4回
【香川】
空降る飴玉社の灯点し頃シアター 「ここは野分前
夜、朱の麓」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝加藤薫
出演＝谷内一恵 サンシャ 多田祥太朗 音蔵乙葵
ナツミヨシムラ 〈1800円 大学生以下1500円〉 8
日5時 9日1時30分／5時 10日12時開演 京都市
東山青少年活動センター
※4回【京都】
田上パル 「タジタジ道中膝栗毛」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝田上豊
出演＝村井まどか 〈1000円 18歳以下無料〉 8日

10日1

すすめ」

パイレーツの

10月8日㈮～10日㈰

さとうあやな

鈴村

駿介 田内康介他 〈2000円 小学生以下1000円〉
8日3時／7時 9日11時／3時／7時 10日11時／3
時開演

シアターココ

※7回【愛知】

ニットキャップシアター 「ヒラカタ・ノート」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝ごまのはえ
出演＝池川タカキヨ 黒木夏海 佐藤健大郎 高田
晴菜 仲谷萌他 〈3000円 高校生以下2000円〉 9
日2時 他6時30分開演 ひらしんイベントホール
※3回【大阪】
The Stone Age ヘンドリックス 「頭なら前から
おかしい」
10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝朝田大輝
出演＝坂本顕 中井正樹 秋月雁 一明一人 大西
千保 川本三吉他 〈3500円 学生1500円 配信
2000円〉 8日7時 9日2時／6時 10日12時／4時
開演 in→dependent theatre 2nd
※5回【大阪】
試験管ベビー 「試験管ベビーの輝虎配膳とえとせ
とら」
10月8日㈮～10日㈰
原作＝近松門左衛門 脚本・演出＝かこまさつぐ
出演＝かこまさつぐ 加藤奈々 森本夏代 まつも
とのどか 宇野えみり他 〈2500円〉 8日7時 9日
11時／1時／3時／5時／7時 10日11時／1時／3時
／5時開演 G/Pit
※10回【愛知】
dysmic Entertainment 「人生はミラーボール!!
―タイムトラベル大作戦編―」 10月8日㈮～10日㈰
脚本・演出＝片岡百萬両 行澤孝
出演＝伊藤綾美 吉田実希 Sayo. YU-YA 菅野
玲雄他 〈4500円〉 8日7時 9日2時／6時 10日
455
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12時／3時開演

ABCホール

※5回【大阪】

あまい洋々 「beside U : わたしいましたわ」
脚本・演出＝結城真央
出演＝齊藤莉々香 谷川清夏

10月8日㈮～10日㈰

ん 〈3000円

波多野伶奈

すいみ

25歳以下2000円〉 8日4時／7時

日12時／4時／7時
科画廊

春匠 「熱海殺人事件
脚本＝つかこうへい

9

10日12時／4時開演 新宿眼
※7回【東京】
神戸公演」

10月8日㈮～11日㈪

演出＝春田純一

出演＝春田純一 貴山侑哉 中川香果 大下順子他
〈4000円 25歳以下2500円 18歳以下2000円 60歳

以上3000円〉 8日6時30分 9日1時30分／6時30分
他2時開演 神戸三宮シアター・エートー
※当公演は下記にて公演有り。

※5回【兵庫】

▼10月20日㈬～24日㈰ 〈4000円 25歳以下2500
円 18歳以下2000円 60歳以上3000円〉 23日1時
30分／6時30分 24日2時 他6時30分開演 シア
ターグリーン BASE THEATER ※6回【東京】

〈1500円

中学生以下1000円〉 9日5時30分

1 時／ 4 時開演
ホール

10日

多摩市立関戸公民館・ヴィータ

※3回【東京】

第七劇場 「桜の園」
10月9日㈯・10日㈰
脚本＝A. チェーホフ 演出＝鳴海康平
出演＝木母千尋

小菅紘史

諏訪七海

増田知就

藤島えり子他 〈3000円 25歳以下1000円 18歳以
下500円〉 9日2時／6時30分 10日2時開演 三重
県文化会館
※当公演は下記にて公演有り。

※3回【三重】

▼10月16日㈯・17日㈰ 〈3200円
円

25歳以下1000

18歳以下500円〉 16日2時／6時

17日2時開

演 金沢21世紀美術館 ※3回【石川】
▼12月18日㈯・19日㈰ 〈3000円 25歳以下1000
円 18歳以下500円〉 2時開演 メディキット県民
文化センター・演劇ホール ※2回【宮崎】
清水宏 「清水宏の一人津まつり」
脚本・演出＝清水宏
出演＝清水宏 〈2500円
演 津あけぼの座

10月9日㈯・10日㈰

22歳以下1500円〉 2時開
※2回【三重】

FESTA松本

太陽企画 「西の人気者」
10月8日㈮～11日㈪
脚本・演出＝串田和美
出演＝秋本奈緒美 荒井正樹 伊藤延子 内田紳一
郎 大月秀幸他 〈4000円 18歳以下2000円〉 8日7
時 10日2時 他1時開演 上土劇場 ※4回【長野】

Milky Way Project

朗読 「銀河鉄道の夜」
10月9日㈯・10日㈰
脚本＝宮沢賢治 演出＝鵜山仁
出演＝栗田桃子 〈3000円 学生1500円 高校生以
下1000円〉 9日2時／6時 10日2時開演 扇谷記
念スタジオ・シアターZOO
※3回【北海道】

劇団テンアンツ 「ヌーのコインロッカーは使用禁
止 ヌー 彼女は天使の様なコインロッカーベイ
ビー」
10月8日㈮～17日㈰
脚本・演出＝上西雄大
出演＝上西雄大他 〈5900円 千秋楽6500円〉 8日
6時 10日12時30分／5時30分 17日1時 他1時／
6時開演 「劇」
小劇場
※16回【東京】

TEAM SPOT JUMBLE 「６ -six-」
10月9日㈯・10日㈰
脚本・演出＝末吉功治
出演＝比嘉恭平 与那嶺圭一 蔵元利貴 〈2000
円〉 1時／6時30分開演 アトリエ銘苅ベース
※4回【沖縄】

劇団時計 「δに咽ぶ小夜啼鳥」
10月9日㈯
脚本・演出＝わくらばかいこう
出演＝成田匠他 〈無料配信〉 6時配信開始 東京
都立大学南大沢キャンパス7号館101スタジオ
※1回【東京】

太郎物語 「可愛いが武器にならないって知ってる
のに、知らないふりして振り回したいじゃん」
10月9日㈯・10日㈰
脚本・演出＝杏優 演出＝果音
出演＝金曜日のアイ 果音 ユガミノーマル 酒井
まりあ カホリ他 〈3500円 学生3000円〉 9日6

市民劇場TAMA 「多摩のタマばあちゃん」
10月9日㈯・10日㈰
脚本＝コウヅエイコ 演出＝山中まさこ
出演＝横田まさこ 小川花枝 常本遊大 高橋勇美

BLACK★TIGHTS 「タイプライト・舞台版 ラ
ドルス・ラベヴァ編―完結」 10月9日㈯～11日㈪
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時 30 分 10 日 12 時 ／ 3 時 30 分 開 演
リーン BASE THEATER

シアターグ
※3回【東京】
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脚本・演出＝河瀬仁誌
出演＝maechang

岡田由紀

横濱康平

鈴木洋平他 〈4500円〉 9日2時／6時
5時

11日1時30分／3時30分開演

惑星企画

平宅亮

10日1時／

SPACE9
※6回【大阪】

Planet Project 「そよ風と魔女たち

とマクベスと」
脚本＝シェイクスピア

10月9日㈯～16日㈯
演出＝串田和美

ター

※1回【東京】

FESTA松本 惑星企画 「月曜日に看護師は恋をす
る」
脚本・演出＝髙山さなえ
出演＝端田新菜 〈2000円

10月10日㈰・11日㈪

小学生以下500円

未満膝上鑑賞無料〉 10日5時30分

まつもと市民芸術館・シアターパーク

3歳

11日8時開演
※2回【長野】

出演＝串田和美 葛岡由衣 近藤隼 下地尚子 武
居卓他 〈3500円 小学生以下500円 3歳未満膝上

学園座 「A!MAZE」

ン・1階ホール

出演＝学園座 〈無料オンデマンド配信〉 6時開演

鑑 賞 無 料 〉 6 時 30 分 開 演

信毎メディアガーデ

※3回【長野】

しんゆりシアターミュージカル公演 「のっぽの古
時計」
脚本＝ふじたあさや
勝行

出演＝麻乃佳世

10月9日㈯～17日㈰
演出＝河田園子 作曲＝西村

浅見かがり

石鍋多加史

今村洋

一 上 野 哲 也 他 〈4500 円 学 生 2700 円 〉 10・
12・13・16・17日2時 他6時30分開演 11日休演
川崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
※8回【神奈川】
「忍たま乱太郎」第12弾 「まさかの共闘！？ 大作
戦！！」
10月9日㈯～24日㈰
脚本・演出＝竹本敏彰 作曲＝玉麻尚一
出演＝湯本健一 渡辺和貴 新井雄也 坂垣怜次
鈴木祐大他 〈9000円〉 12～15・19～22日6時 他
12時／5時開演 11・18日休演 シアターGロッソ
※20回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月29日㈮～31日㈰ 〈9000円〉 29日6時 他
12 時 ／ 5 時 開 演 COOL JAPAN PARK OSA
KA・WWホール ※5回
【大阪】
大駱駝艦田村一行舞踏公演 「私家版

浪漫歴程」
10月10日㈰

脚本・演出＝田村一行
出演＝田村一行 塩谷智司 小田直哉 〈2500円
学生1000円〉 2時開演 くにたち市民芸術小ホー
ル
※1回【東京】
人形劇団望ノ社 「Shadow Kingdom 影の王国」
10月10日㈰
作＝ダニエルウィッシーズ 演出＝矢内世里 音楽
＝エリオットロラン
出演＝ダニエルウィッシーズ 矢内世里 〈2000
円〉 2 時開演 芸能花伝舎 1 年 1 組パペットシア

脚本＝伊藤裕一

演出＝ひるね

10月11日㈪

関西大学千里山キャンパス凛風館4階小ホール
※1回【大阪】
FESTA松本 惑星企画 「A WALK IN THE WOO
DS

―森を歩いて―」

脚本＝リー・ブレッシング

10月11日㈪・14日㈭

演出＝千葉哲也

出演＝近藤隼 草光純太 〈2000円 小学生以下
500円 3歳未満膝上鑑賞無料〉 11日4時 14日1時
開演 まつもと市民芸術館・シアターパーク
※2回【長野】
劇団唐ゼミ☆ 「唐版 風の又三郎」
10月12日㈫～17日㈰
脚本＝唐十郎 演出＝中野敦之
出演＝禿恵 津内口淑香 林麻子 米澤剛志 ちろ
他 〈4000円 学生3500円〉 3時30分開演 浅草花
やしき裏特設テント劇場
※6回【東京】
方南ぐみ 「伊賀の花嫁 伊賀祭り」
10月12日㈫～17日㈰
脚本・演出＝樫田正剛
出演＝町田慎吾 水谷あつし 栗田学武 加藤良輔
舘形比呂一他 〈7000円〉 13日1時／6時30分 他
2時開演 シアターサンモール
※7回【東京】
法政大学Ⅰ部演劇研究会 「Black confession」
10月13日㈬
脚本・演出＝小林千鶴
出演＝林美里 金山志穂 岡本笑空 原田哲兵 櫻
澤麻比他 〈無料カンパ制〉 配信開始時間未詳 一
劇公式YouTube
※1回【東京】
演劇集団ステージパラノーマル 「パパ検定〜世界
一かんたんな問題〜」
10月13日㈬～17日㈰
脚本・演出＝森下健土
出演＝蓮華・山下隆章 瀬戸真莉奈 杉田真帆 牛
457

演劇年鑑 2022

窪航平

西野実見他 〈A席7000円

16日1時30分／5時30分
3時／7時開演

B席6000円〉

17日12時／3時30分

他

テアトルBONBON ※10回【東京】

M² 「そして、死んでくれ」
脚本・演出＝緑慎一郎
出演＝ナカムラユーキ

10月13日㈬～17日㈰

中西浩

豊田豪

小山貴司

熊 谷 嶺 他 〈3800 円 学 生 2800 円 配 信 1800 円 〉
16・17日3時 他7時開演 ラゾーナ川崎プラザソ
ル

※5回【神奈川】

FEVER DRAGON NEO 「想路列車」

10月13日㈬～17日㈰

脚本・演出＝小田竜世
出演＝塩崎こうせい 遠藤裕司

田辺聖尚

小池創

山田晴久他 〈4500円 高校生以下1000円〉 15・
16日1時／6時 17日12時／5時 他6時開演 王子
小劇場

※8回【東京】

制作「山口ちはる」プロデュース 「ビニール袋ソム
リエ2021」
10月13日㈬～17日㈰
脚本・演出＝雲隠ノノ太郎
出演＝佐藤修作 髙橋英希 青木真美 荒波タテオ
深井なみか他 〈4300円〉 15日2時／7時 16日2
時／6時 17日2時 他7時開演 駅前劇場
※7回【東京】
キッズシアター〜ボクとキミの秘密基地〜 「青銅
の魔人」
10月13日㈬～17日㈰
脚本＝斉藤祐一 演出＝所奏
出演＝根本和歌菜 沢田冬樹 山崎美貴 斉藤祐一
西岡野人他 〈3000円 中学生以下1000円 ライブ
配信2000円〉 13日6時30分 16日11時／2時／5時
17日11時／2時 他2時／6時30分開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※10回【東京】
±0 「遠い遠い国のどこかで」

10月13日㈬～17日㈰
脚本・演出＝たはらひろや
出演＝荒牧理沙 西村遣都 堀口紗奈 村川翔一
堀内まり菜他 〈S席6500円 A席6000円〉 13日6
時 16日1時／6時 17日1時／5時 他2時／7時開
演 シアター711
※9回【東京】
『夜行万葉録・未』
製作委員会 「舞台『夜行万葉録・
未』2021」
10月13日㈬～17日㈰
脚本・演出＝浅野泰徳
出演＝服部武雄 杉山真宏 稲岡志織 程嶋しづマ
岡教寛他 〈S席8300円 A席7000円 2500円〉 13
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日7時

16日1時／6時

時／7時開演

17日12時／4時30分

バルスタジオ

他2

※9回【東京】

FESTA松本 惑星企画 「オレたちの夏の夜の夢」
10月13日㈬～17日㈰
脚本・演出＝細川貴司
出演＝近藤隼

武居卓

荒井正樹

菅沼旭人

串田

14・16日休演

まつもと市民芸術館・小ホール
※3回【長野】

十二夜他 〈3000円 小学生以下500円 3歳未満膝
上鑑賞無料〉 13日7時 15日1時 17日12時開演

オフィスBJ 「ライナスの毛布」
脚本＝守山カオリ

10月13日㈬～17日㈰
演出＝扇田賢

出演＝大澤実環他 〈6000円〉 16日1時／6時 17
日 12 時／ 5 時 他 6 時 30 分開演 キーノートシア
ター

※7回【東京】

劇 団 25、６ 時 間 「 ― い つ か 手 に 取 る そ の 日 に ―
dumu.ene.ga.ak」
10月13日㈬～17日㈰
脚本＝金川翔 演出＝黒川一将
出演＝東達也 草場愛 三小田芳樹 〈S席6500円
A席5000円〉 16日1時／7時 17日12時30分／4時
他3時／7時開演 萬劇場
※10回【東京】
下鴨車窓 「漂着（h/s）」
10月14日㈭・15日㈮
脚本・演出＝夏目美和子
出演＝寺田みさこ 福岡まな実 大谷悠 矢﨑悠悟
大石英史 〈3000円 25歳以下2500円〉 14日7時
15日2時開演 京都府立文化芸術会館
※2回【京都】
株式会社アルコグランデ 「We Are Fire Fighte
rs〜故郷に想いを馳せて〜」2021」
10月14日㈭～16日㈯
脚本・演出＝藤田久雄
出演＝石橋保 森田桂介 花房里枝 田村征路 蒼
木龍他 〈指定席7000円 自由席5500円 配信チ
ケット5000円〉 14日7時30分 15日2時／7時 16
日12時／4時30分開演 彩の国さいたま芸術劇場・
小ホール
※5回【埼玉】
ココドア 「青い扉」

10月14日㈭～17日㈰

脚本・演出＝有門正太郎
出演＝中村琴子 宮本亜里沙 優希彩 松田莉奈
田吹淳他 〈2500円 高校生以下1800円 配信チ
ケット1500円〉 14日7時 17日2時 他2時／7時
開演 ぽんプラザホール
※6回【福岡】
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無情報 「そこまでだ悪いやつ！」

架空の劇団 「月の下から逃げるとき 月の下へ向か

脚本＝ガクカワサキ

脚本・演出＝くらもちひろゆき

10月14日㈭～17日㈰

演出＝無情報

出演＝松本祐一 山崎理彩 中﨑絵梨奈 倉沢しえ
り 藍他 〈6500円 4500円〉 14日6時 17日12時
／4時 他1時／6時開演 シアターグリーン BOX
in BOX THEATER

※7回【東京】

うとき」

10月15日㈮～17日㈰
脚本＝髙橋拓

出演＝佐藤浄 おおしだまご 福地智愛子 芦澤志
帆子 阿部菜摘他 〈2300円 大学生1000円 高校
生以下500円〉 15日7時 16日2時／7時 17日11
時開演

盛岡劇場・タウンホール

ProjectK 「朗読劇
『春夏秋冬』」

ガリガリ企画 「ベランダハウス」

脚本・演出＝小出侑門

脚本＝Ambivalence

出演＝野崎亨類

朝比奈南

10月14日㈭～17日㈰

新井花菜

倉澤映枝他 〈4000円〉 16日2時／6時
／4時
寺

他6時開演

桑原なお

17日12時

アトリエファンファーレ高円
※6回【東京】

出演＝Ambivalence

※4回【岩手】

10月15日㈮～17日㈰
演出＝銭山伊織
銭山伊織 〈2800円

学生

2300円〉 15日7時 16日2時／6時 17日12時／4
時開演

大阪市立芸術創造館

※5回【大阪】

ぐうたららばい 「海底歩行者」

マームとジプシー 「BEACH CYCLE DELAY」
10月15日㈮～17日㈰

脚本・演出＝糸井幸之介

出演＝石井亮介

10月14日㈭～18日㈪

出演＝伊東沙保 キムユス 〈3500 円 25 歳以下
2500 円 〉 15 日 7 時 18 日 2 時 他 2 時 ／ 6 時 開 演
こまばアゴラ劇場
※6回【東京】
24/7lavo 「ドント・コールミー・バッドマン」
10月14日㈭～19日㈫
脚本＝深谷晃成 演出＝池田智哉
出演＝田中園子 寺園七海 平井泰成 杏奈 音峯
大樹他 〈3300円 22歳以下2000円 18歳以下1500
円 配信チケット2000円〉 16・18・19日2時／7時
17日2時 他7時開演 新宿シアター・ミラクル
※9回【東京】
倉山の試み 「Shojie’s collection」
10月14日㈭～24日㈰
脚本＝小路紘史 演出＝倉本朋幸
出演＝加藤理恵 田中爽一郎 清水みさと 青木ラ
ブ 佐藤五郎他 〈3500 円〉 15 日 7 時 30 分 16・
17・23・24日1時／5時 他3時／7時30分開演 下
北沢・スターダスト
※21回【東京】
彗星マジック 「ラルカノウッド」
10月15日㈮～17日㈰
脚本・演出＝勝山修平
出演＝有元はるか 池山ユラリ 上杉逸平 こやち

のぞむ 立花裕介他 〈3300円 学生1500円 配信
3000円〉 15日7時 16日2時／6時 17日11時／3
時開演 in→dependent theatre 2nd
※5回【大阪】

脚本・演出＝藤田貴大

川崎ゆり子

中村夏子

成田亜佑

美 長谷川洋子他 〈3500円 25歳以下1700円 高
校生以下1000円〉 15日7時 16日1時／6時 17日
1時開演 穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートス
ペース
※4回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼10月23日㈯・24日㈰ 〈3500円 25歳以下2000
円 高校生以下1000円〉 23日3時／7時30分 24
日3時開演 妙高市文化ホール ※3回【新潟】
▼10月30日㈯・31日㈰ 〈3500円 25歳以下2000
円 高校生以下1000円〉 30日1時／6時 31日1時
開演 四国学院大学ノトススタジオ ※3回【香川】
▼12月9日㈭～12日㈰ 〈4500円 25歳以下3000円
高校生以下1000円〉 9日7時30分 12日2時 他2
時／7時30分開演 LUMINE 0 ※6回【東京】
お芝居空間イスモナティ 「再演虫侍」
10月15日㈮～17日㈰
脚本・演出＝伊藤俊介
出演＝伊藤俊介 こかわひとみ 結川さつき IKU
MI 上田将隆他 〈3000円〉 15日7時30分 16日2
時／7時30分 17日3時開演 荻窪小劇場
※4回【東京】
妖精大図鑑 「YOKOHAMA Ammonite Night」
10月15日㈮～17日㈰

脚本＝飯塚うなぎ 演出＝永野百合子
出演＝安部萌 小林菜々 畑中実 平山犬 中村亮
太他 〈3500円 高校生以下1000円〉 15日2時／6
時15分 16日1時／6時30分 17日12時／4時開演
スタジオ「HIKARI」
※6回【神奈川】
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劇団献身 「スケールⅡ」
脚本・演出＝奥村徹也
出演＝納葉

加瀬澤拓未

10月15日㈮～17日㈰
渋谷成増

松尾太稀

川

久保晴他 〈3300 円〉 16・17 日 2 時／ 6 時 19 日 2
時／7時 20日1時／5時 他7時開演 OFF OFF
シアター
※10回【東京】
アサルトリリィ×私立ルドビコ女学院 「シュベス
ターの秘密」
10月15日㈮～24日㈰
脚本・演出＝桜木さやか 演出＝林修司
出演＝宮瀬玲奈 中村裕香里 西本りみ

星守紗凪

石 井 陽 菜 他 〈8800 円 〉 16・17・23 日 1 時 ／ 6 時
19・21日2時／7時
時開演

24日11時30分／3時30分

ザ・ポケット

18日休演

他7

※15回【東京】

大森カンパニープロデュース 「おおばこ」
10月15日㈮～24日㈰
脚本・演出＝大森博
出演＝坂本あきら

山口良一

大森ヒロシ

佐久間

哲 石坂史朗他 〈6000円 25歳以下4000円 オン
ライン配信チケット3000円〉 16・23日2時／6時30
分 17・19・22・24日2時 20日2時／7時 他7時
開演 小劇場B1
※13回【東京】
スイッチ総研 「象の鼻スイッチ2021」 10月16日㈯
脚本・演出＝光瀬指絵 脚本＝スイッチ総研
出演＝大石将弘 有吉宣人 石倉来輝 小林義典
田中祐希他 〈無料〉 1時開演 象の鼻テラス
※1回【神奈川】
劇団あはひ 「
『Letters』
試演会」
10月16日㈯
脚本・演出＝大塚健太郎
出演＝松尾敢太郎他 〈無料〉 2時開演 城崎国際
アートセンター
※1回【兵庫】
ネコ脱出 「鈴の音とオッドアイ」
10月16日㈯
脚本・演出＝高倉良文
出演＝出口沙紀 有田しんご 前田有華 長谷実ヅ
キ 杉田麻由香他 〈3800円〉 1時／5時開演 サ
ンガイノリバティ
※2回【東京】
gusuto de piro 「風をあつめて第十八章 朗読
とピアノで綴る物語」
10月16日㈯
脚本＝小川糸作 吉田篤弘 演出＝丸尾聡

出演＝松浦このみ 西村由紀江 〈4500円〉 2時／
7時開演 MUSICASA
※2回【東京】
ずるむけ般若 「奇跡の咀」 10月16日㈯～17日㈰
脚本＝有島武郎 演出＝羽田共哉
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出演＝片山香帆

爲近敦夫

中津海華恵

〈3000円〉 16日1時／4時／7時
演

海老原商店

宮本一文

17日1時／4時開

※5回【東京】

陽のあたる教室 「しあわせの三角おにぎり」
10月16日㈯～17日㈰
脚本・演出＝小林英樹

出演＝小原華 小林英樹
4000円〉 16日2時／7時

ざこしホール

野口千英子他 〈2500円
17日1時／5時開演 か

※4回【長野】

劇団音芽 「DRACULA ―Another Infection―」
10月16日㈯～17日㈰

脚本・演出・作曲＝谷口真彌
出演＝平橋佳代子 清龍純 清龍聖

土屋智生

河

田奈津子他 〈5000円〉 16日1時30分／6時 17日
11時／3時30分開演 大阪府立男女共同参画・青少

年センター（ドーンセンター）ホール

※4回【大阪】

劇団絶対少女領域 「4分の3オンスの記憶」
10月16日㈯～17日㈰
脚本・演出＝中村花音
出演＝石田陽 下村梨乃 上田郁希帆 齊田のどか
服部幸花他 〈1000円〉 16日3時／7時 17日1時
／4時開演 神戸三宮シアター・エートー
※4回【兵庫】
#Q 「ずっとひとつだけちょうだい」
10月16日㈯～19日㈫
脚本・演出＝久保磨介
出演＝井本みくに 岡野康弘 佐藤新太 沈ゆうこ
藤本康平 〈3500円〉 19日7時30分 他2時／7時
30分開演 新宿眼科画廊
※7回【東京】
プレオム劇 「脚光を浴びない女」
10月16日㈯～20日㈬
脚本＝中島淳彦 演出＝福島三郎
出演＝矢野陽子 大西多摩恵 田岡美也子 福島マ
リコ 小林美江他 〈4500円〉 16日7時 18・19日
2時／7時 20日2時 他2時開演 ザ・スズナリ
※7回【東京】
アン・ラト
（unrato）「楽屋〜流れ去るものはや
がてなつかしき〜」
10月16日㈯～24日㈰

脚本＝清水邦夫 演出＝大河内直子
出演＝保坂知寿 大空ゆうひ 笠松はる 磯田美絵
〈7700円 学生4400円 オンライン配信チケット
3600円〉 16日6時 18日6時30分 21日2時／6時
30分 23日1時／6時 24日12時／4時 他2時開演
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赤坂RED/THEATER

※12回【東京】

ナッポスユナイテッド 「トリツカレ男」
脚本・演出＝成井豊
出演＝野田裕貴 畑中智行

10月16日㈯～24日㈰

原田樹里

多田直人他 〈7500円〉 17・24日1時

荒木健太朗

19・20・22

日7時 21日2時 他1時／6時開演 18日休演
くみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

こ

※10回【東京】

AUBE GIRL’S STAGE 「ガールズたちは法改正
に散りて」

10月16日㈯～24日㈰

脚本・演出＝山本夢人
出演＝尾崎明日香 朝陽菜のどか

柳澤悠希

西川

莉子 横田香峰他 〈S席5800円 A席4500円 学
生自由席3500円 配信チケット2980円〉 16日5時
18・20・21 日 7 時
／4時

19・22 日 2 時／ 7 時

他1時／5時開演

24 日 12 時

サンモールスタジオ

※14回【東京】

梅雨前線六月族 「太陽の人」
10月17日㈰
脚本・演出＝添田亜久理
出演＝宮里綾 ピロゲ 長谷川ゆり 正田哲也 宮
内れいみ 〈1000円 18歳以下500円〉 4時30分開
演 北とぴあ・ペガサスホール
※1回【東京】
火曜日のゲキジョウ 「シニア劇団『自游人』×劇団
白色」
10月19日㈫
脚本・演出＝本多真理
出演＝西岡栄子 田岡弘子 小薗ひとみ 東内玲子
竹田孝司他 〈2000円〉 6時／7時45分開演 in→
dependent theatre 1st
※2回【大阪】
劇団青年座 「
『それぞれの真実〜福島と沖縄』朗読
劇二題」
10月19日㈫～24日㈰
脚本＝高木達 津嘉山正種 演出＝齊藤理恵子 伊
藤大 黒岩亮
出演＝横堀悦夫 津田真澄 山野史人 岩倉高子
平尾仁他 〈4000円〉 19日2時／6時30分 22日2
時 23・25日2時／5時 他6時30分開演 東演パ
ラータ
※9回【東京】
BIGUP_STAGE 「INFINITY 〜無限のレクイエム〜」
10月19日㈫～24日㈰
脚本＝平野建 演出＝中野智行
出演＝KANJU つわぶき峻 加藤勇也 玉永賢吾
SAIZEN他 〈9500円 7500円 5500円 20歳以下
4000円〉 21・22日2時30分／6時30分 23日1時30

分／5時30分
分開演

24日12時30分／4時30分

他6時30

シアターグリーン BIG TREE THEATER

※10回【東京】

Smile Music Hour韓国ミュージカル 「そうだっ
てさ」
10月19日㈫～24日㈰
脚本・演出＝加納健詞

脚本＝白聖虎

真理 キムテフン
出演＝渡邊龍臣 戌海文音

若海千尋

作曲＝西出

橋本深猫

尾﨑直子他 〈5000円〉 23・24日12時30分／3時
30分／7時 他3時30分／7時開演 シアターシャ
イン

※14回【東京】

三栄町LIVE×くろばらしょうじょじごく 「魔法少
女・最後の審判〜詰将棋・刻ノ輪カラノ脱出編〜」

10月19日㈫～31日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE×くろばらしょうじょじ
ごく

出 演 ＝ 三 栄 町 LIVE× く ろ ば ら し ょ う じ ょ じ ご く

〈4000円〉 22・29日2時 23・30日2時／6時 24・
31日1時／5時 他7時30分開演 25日休演 三栄町
LIVE STAGE
※16回【東京】
大阪芸術大学舞台芸術学科演技演出コース卒業制作
公演青山班 「髪をかきあげる」
10月20日㈬
脚本＝鈴江俊郎 演出＝青山瑛海
出演＝臼谷春音 北田穂花 米田翔輝 髙原大夢
立野広樹他 〈無料〉 1時30分開演 大阪芸術大学
20号館ホール
※1回【大阪】
ミドリの森 「幸せポコアポコ」
10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝藤代知己
出演＝中村翠 水瀬まなみ 森川瑠菜 新川眞白
山田アキコ他 〈5000円〉 20日7時 24日1時／5
時 他2時／7時開演 シアターKASSAI
※9回【東京】
Aznet Produce 「命の唱」 10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝輪島貴史
出演＝皇希 ぱーる CONAN イアサント 平安
咲貴他 〈5500円 配信チケット3500円〉 22日2時
／7時 23・24日12時／3時30分／7時 他7時開演
ウエストエンドスタジオ
※10回【東京】
BQMAP 「サイコな姫と耳の長いオレ」
10月20日㈬～24日㈰
原作＝坂口安吾「夜長姫と耳男」 脚本・演出＝奥村
直義
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出演＝前田剛

臼井琢也

大 喜 他 〈4500 円
24日1時

矢部亮

吉村駿作

山﨑

学 生 3500 円 〉 23 日 1 時 ／ 6 時

他7時開演

シアター風姿花伝

／6時

24日1時／5時

他7時開演

駅前劇場

※8回【東京】

10月20日㈬～24日㈰

ぱすてるからっと 「天明高校サイエンス部！」
10月20日㈬～24日㈰
脚本＝東藤未沙 演出＝佐藤颯

出演＝竹村晋太朗 岡村圭輔 柏木明日香 小林嵩
平 西分綾香他 〈6000円 学生3000円〉 20日6時

e 戌岡あやめ他 〈S席6500円 A席5500円〉 22
日1時／7時 23日1時／6時 24日12時／4時 他7

壱劇屋 「独鬼」

脚本・演出＝竹村晋太朗

※6回【東京】

30分 21日2時／6時30分 22日3時／6時30分 23
日12時／3時15分／6時30分 24日1時／4時30分
開演

萬劇場

※10回【東京】

U-33project 「シャンデリヤvol.2」
10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝結城ケン三
出演＝青木琉河 遠藤佳菜
白 野 ま ゆ 佳 他 〈3000 円
20日6時

24日12時／5時

馬場ラビネスト

小泉愛美香

柴崎史也

配 信 チ ケ ッ ト 1800 円 〉
他1時／6時開演

高田

※9回【東京】

GROUP THEATRE 「解放区 存在と死ぬか、現
実に死ぬか。
」
10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝梶原涼晴
出演＝北見翔 小池利一 山本龍兵 岩崎紗也加
甲斐直人他 〈4500円〉 24日1時／5時 他2時／7
時開演 浅草九劇
※10回【東京】
鬼の居ぬ間に特別公演 「Jeanne」
10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝望月清一郎
出演＝奥野亮子 鶴町憲 伊藤俊輔 田中千佳子
小 口 ふ み か 他 〈4000 円 配 信 チ ケ ッ ト 3000 円 〉
22・23日2時／7時 24日3時 他7時開演 「劇」小
劇場
※7回【東京】
演劇ユニットカンタロウ 「プール！」
10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝イロハス
出演＝石田志門 コウシロウオヤマ 小原春日 東
京ドム子 西本ミコト他 〈無料フリーカンパ制〉
23・24日1時／4時 他4時開演 戸山公園箱根山地
区陸軍戸山学校軍楽隊野外演奏場跡 ※7回【東京】
株式会社フォーエスエンタテインメント 「注意書
きの多い料理店」
10月20日㈬～24日㈰
脚本・演出＝友池一彦
出演＝ヲサダコージ 平瀬美里 西村美咲 ROY
TOMOYA他 〈5500円〉 22日2時／7時 23日1時
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出演＝美月まりも

時開演
TER

佐藤望美

シアターグリーン

赤井玲香

AkAhAn

BOX in BOX THEA
※8回【東京】

東京シアタープレイス 「DANI GIRL」

10月21日㈭～23日㈯
脚本＝クリストファー・ダイモンド 演出＝竹上悟
史 作曲＝マイケル・クーマン
出演＝白鳥光夏 大根田岳 吉川恭子

〈5500円〉 21日6時30分

佐野眞介

22日1時30分／6時30分

23日1時／5時30分開演 Studio K

※5回【東京】

百化竜嵐 「流刑人走る。―傀儡遊戯―」
10月21日㈭～24日㈰
脚本・演出＝犬伏憲司
出演＝八木田真樹 犬伏憲司 伊藤大輔 西本果央
内藤有香他 〈4000円〉 21日7時 24日1時／5時
他2時／7時開演 荻窪小劇場
※7回【東京】
劇団「劇団」「キリウシ」
10月21日㈭～24日㈰
脚本＝小西透太 演出＝古川剛充
出演＝古川剛充 植木歩生子 町田名海子 中路輝
松田悠他 〈4500円〉 23日1時／6時 24日12時／
4時 他7時開演 ABCホール
※6回【大阪】
演劇ユニットSCANP 「バルボア！」
10月21日㈭～24日㈰
脚本・演出＝演劇ユニットSCANP
出演＝演劇ユニット SCANP 〈1000 円 3000 円〉
23 日 2 時 ／ 7 時 24 日 2 時 他 7 時 開 演 ス ポ ル
ティーバエンターテイメント
※5回【愛知】
骸骨ストリッパー 「蛇骸王STRIKE」
10月21日㈭～24日㈰
脚本＝大浦力 演出＝かみざともりひと
出演＝西村信章 Ayano 丸目聖人 柏木しいな

高草木淳一他 〈4800円〉 21日7時 24日12時30
分／6時 他1時30分／7時開演 武蔵野芸能劇場・
小劇場
※7回【東京】

anemone 「空の村号」

10月21日㈭～24日㈰
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脚本＝篠原久美子

演出＝小林風生子

出演＝anemone 〈1300円
時／5時30分

学生1000円〉 23日2

24日3時／6時30分

他7時30分開演

PRUNUS HALL
※6回【神奈川】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 10 月 30 日 ㈯・31 日 ㈰ 〈3000 円 学 生 2000 円 〉
30日3時／6時30分
※4回
【長野】

31日1時30分／5時

犀の角

M・G・H／ニッポン放送 「五番目のサリー」
10月21日㈭～30日㈯
脚本・演出＝荻田浩一
出演＝彩吹真央

仙名彩世

小野妃香里

藤田奈那

中河内雅貴他 〈9800円〉 22・28日1時 23・24・
27・29日1時／6時 30日2時 他6時開演 よみう
り大手町ホール

※14回【東京】

劇団扉座 「扉座版 二代目はクリスチャン―ALL
YOU NEED IS PASSION―」

10月21日㈭～31日㈰

脚本・演出＝横内謙介
出演＝岡森諦 有馬自由 犬飼淳治 鈴木利典 新
原武他 〈5500円 学生3000円〉 23・30日1時／6
時 27日2時／7時 31日2時 他7時開演 すみだ
パークシアター倉
※14回【東京】
エ イ ベ ッ ク ス・ エ ン タ テ イ ン メ ン ト ／ ク オ ー レ
「Rock Reading『ロビン』〜『ロビン・フッドの
愉快な冒険』
より〜」
10月21日㈭～31日㈰
脚本・演出＝鈴木勝秀 脚本＝ハワード・パイル
出演＝本髙克樹 今野大輝 ROLLY カズマ・ス
パーキン 大嶋吾郎他 〈9000円〉 23・24・30・
31日1時／5時 27・28日2時／6時30分 他6時30
分開演 ヒューリックホール東京
※17回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月5日㈮～7日㈰ 〈9000円〉 5日6時30分 6
日1時／5時 7日1時開演 COOL JAPAN PARK
OSAKA・WWホール ※4回【大阪】
関西ホラーエンターテイメント集団伯虎座 「人喰
い花嫁の世界一怖いホテル」
「 残虐狂気マッサージ
店」
10月21日㈭～31日㈪
脚本・演出＝大河虎之介
出演＝伯虎座ホラーアクター 〈人喰い～3500円

残虐～4000円〉（人喰い～）1時／3時／4時／6時
／7時／9時 （残虐～）2時／2時30分／5時／5時
30 分／ 8 時／ 8 時 30 分開演 25 ～ 28 日休演 ホテ
ル・ラシーヌホーム京都
※72回【京都】

イースター企画 「星ノ数ホド―CONSTELLATIO
NS―」

脚本＝ニック･ペイン

10月22日㈮～24日㈰

演出＝ムービングモアイ

出演＝平川裕作 石川信子 FO ペレイラ宏一朗
塗木愛 〈3000円〉 22日4時30分／8時 23日1時
／4時30分／8時 24日11時／2時30分／6時開演
OVAL THEATER & GALLERY

※8回【大阪】

浪花グランドロマン 「おおさむこさむ」

10月22日㈮～24日㈰

脚本・演出＝浦部蒼士
出演＝東風ふみ

つげともこ

ミ

めり他 〈3000円

演

ウイングフィールド

響音次郎

サトーエ

大学生・専門学校生2000円

中高生・HCをお持ちの方1000円 小学生以下無
料〉 22日7時 23日2時／6時 24日12時／4時開

※5回【大阪】

劇団芝居屋かいとうらんま 「これは、内緒にして
おくね」

10月22日㈮～24日㈰

脚本＝後藤卓也 演出＝蒙古斑
出演＝西藤茅花 ごとうたくや 浅井唯香 花太郎
小野圭子他 〈1500円 中高生1000円〉 22日7時30
分 23 日 11 時 ／ 3 時 ／ 7 時 24 日 11 時 ／ 3 時 開 演
御浪町ホール
※6回【岐阜】
鉄割アルバトロスケット 「鉄都割京です』」
10月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝戌井昭人
出演＝鉄割アルバトロスケット 〈3500円 25歳以
下・ 学 生 3000 円 高 校 生 以 下 1500 円 〉 22 日 7 時
23日2時 24日3時開演 京都芸術センター
※3回【京都】
チーム・クレセント朗読劇場 「自由なる魂の果て
に〜もう一人のアマデウス〜」
10月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝木島恭
出演＝小宮明日翔 宮川知久 下坂亮介 矢内佑奈
片山美穂他 〈4500円 高校生以下3500円〉 24日1
時 他1時／6時開演 ザムザ阿佐谷 ※5回【東京】
GRahAMBox 「パラレルワールドで、成功中。」
10月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝GRahAMBox 長部洋平

出演＝GRahAMBox 祝福亭福助 〈3500円〉 22
日7時 他1時／6時開演 シアター711
※5回【東京】
サイトウマコトの世界 「ロミオとジュリエット」
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脚本・演出＝サイトウマコト
出演＝天野光雄

池田由希子

10月22日㈮～24日㈰
遠藤リョウノスケ

上村崇人 斉藤綾子他 〈5500円〉 22日7時15分
23日2時／7時15分 24日2時開演 AI・HALL
※4回【兵庫】

ズヤ

土田卓他 〈6500円

配信2500円

30日1時／6時
時開演

18歳以下3000円

定点

スイッチング配信3500円〉 23・24・
25・29日2時／7時

王子小劇場

31日2時

他7

※15回【東京】

タテヨコ企画 「RAFTでDADADA
『愛してるよ、
ビール！』／『地球が回る〜ひとの思い出話ほどつ

立本夏山ひとり芝居 「Inferno@kazan」
10月22日㈮～24日㈰

まらないものはない〜』」
10月22日㈮～31日㈰
脚本・演出＝岡本苑夏 青木柳葉魚 脚本＝横田修

出演＝立本夏山 〈3000円

門生2500円

原作＝ダンテ
「神曲・地獄篇」 脚本・演出＝夏山オ
フィス
／7時

23日7時

Chiyoda

学生2000円〉 22日2時

24日1時／6時開演 3331 Arts

※5回【東京】

劇団ウィステリウム 「The Visionary World」
10月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝田中愛恵
出演＝木内優花

演出＝小室龍

菊池愛海

竹園和馬

渚紗佑里

夏目はるか他 〈4500円 3500円〉 1時／6時開演
北池袋・新生館シアター
※6回【東京】
あんっ♡HappyGirlsCollection 「泡雪屋電影譚」
10月22日㈮～24日㈰
脚本・演出＝夢乃屋毒花
出演＝小島亜梨沙 三枝ゆきの 末永全 鈴乃月葉
都和子他 〈3500円 映像単品3000円〉 24日11時
30分／4時 他11時30分／7時30分開演 ひつじ座
※6回【東京】
劇団 ユニットWOW!! 「フライングフィッシュス
トーリー」
10月22日㈮～25日㈪
脚本＝長尾ジョージ 演出＝上田一軒
出演＝花香まち 響美沙緒 月之香玲衣 上本康義
酒井励他 〈3000円〉 22日7時30分 23日1時／5
時 24日11時／3時／6時30分 25日1時開演 天
満天六・音太小屋
※7回【大阪】

出演＝舘智子 市橋朝子 西山竜一 久行志乃ぶ
田中彩優希他 〈3500円 小中高生1500円 大学専
65歳以上3000円

24・30日2時／7時
2時

他7時30分開演

配信2200円〉 23・

26・28日2時／7時30分
RAFT

31日

※15回【東京】

TEAM909配信公演 「憧れはいつも隣にいた」
10月22日㈮～31日㈰
脚本・演出＝Bobson
出演＝叶かのん

笹森あき

純奈

空木空

萬ゆこ

〈無料配信〉 22・25～29日8時 23・30日1時／8
時／0時 24・31日1時／8時配信 ひつじ座
※16回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANY 「LIFE STAGE
―ENGISYA短篇戯曲集―」
10月23日㈯
脚本・演出＝ENGISYA THEATER COMPANY
出演＝ENGISYA THEATER COMPANY 〈3000円〉
7時開演 KISYURYURI THEATER ※1回【東京】
天体望遠鏡 「賛成の天体」 10月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝川辺健
出演＝小野智明 菊地淳也 小原舞優 菊池琳子
阿部めぐみ他 〈2000円 学生1000円 小学生以下
無料〉 23 日 4 時／ 7 時 30 分 24 日 11 時／ 3 時開演
北上市文化交流センター・さくらホール
※4回【岩手】

Rising Generation’s Act 「BROKEN『ロミオ
とジュリエット』
」
10月22日㈮～25日㈪
脚本＝上杉祥三 演出＝井之上チャル
出演＝厚見祐介 有間七海 池坂竜幸 宇田川愛華
内山心和他 〈3000円〉 22日7時 他2時／7時開演
in→dependent theatre 2nd
※7回【大阪】

スワンボート 「病気じゃない。」
10月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝藤原五月
出演＝藤原瑞基 及川麻紀 佐々木優浩 稲垣隼人
髙田未来他 〈2000円 22歳以下1500円〉 23日2時
／7時 24日11時／3時開演 いわてアートサポー
トセンター・風のスタジオ
※4回【岩手】

バンタムクラスステージ 「エレモア・ムーブ」
10月22日㈮～31日㈰
脚本・演出＝細川博司
出演＝福地教光 沖田幸平 大河内美帆 オハラカ

ひとみ座幼児劇場の人形劇 「ねこちゃんの雨やど
り」
10月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝中村孝男
出演＝人形劇団ひとみ座 〈1500円 子ども1000
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円〉 1時30分開演

人形劇団ひとみ座第1スタジオ

※2回【神奈川】

ダダ・センプチータ 「ダダプチの恋フェス2021」
10月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝吉田有希
出演＝梁瀬えみ

サトモリサトル

小林和葉

山岡

よ し き 増 山 紗 弓 他 〈3500 円 〉 1 時 ／ 6 時 開 演
スタジオ空洞
※4回【東京】

演

AiiA 2.5 Theater Kobe

※11回【兵庫】

▼11月12日㈮～14日㈰ 〈9000円〉 12日6時30分
13日1時／6時

14日12時／5時開演

立川ステー

ジガーデン TACHIKAWA STAGE GARDEN
5回【東京】

※

ウォーキング・スタッフ 「手の平」
脚本＝池内風

10月23日㈯～31日㈰
演出＝和田憲明

25・29日7時

26・28日2時／7時

小泉明郎 「縛られたプロメテウス」

出演＝石井愃一 岩本淳 本間剛 町田マリー 池
内 風 他 〈4500 円 25 歳 以 下 2500 円 〉 23 日 5 時

脚本・演出＝小泉明郎

31日1時

10月23日㈯・24日㈰

出演＝小泉明郎 〈2500円 高校生以下500円〉 12
時／12時30分／1時／1時30分／2時／2時30分／3
時／3時30分／4時／4時30分開演
センター・スタジオB

山口情報芸術
※20回【山口】

トレンブルシアター 「空谷の跫音」

10月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝菅原圭輔
出演＝土屋良太 菅原圭輔 髙瑞貴 〈3000円 ラ
イブ配信 1500 円〉 23 日 6 時 24 日 2 時／ 6 時開演
神楽坂セッションハウス
※3回【東京】
関西大学劇団万絵巻 「傀―KAI―」
10月23日㈯・24日㈰
脚本＝白樺葵 演出＝ジキル
出演＝関西大学劇団万絵巻 〈1500円 学生1200円
高校生以下500円〉 23日2時／6時 24日12時／4
時開演 大阪市立芸術創造館
※4回【大阪】
カリフォルニアロール 「きゅうり、なす、ストロベ
リーキャンドル。
」
10月23日㈯・24日㈰
脚本・演出＝餅月みか
出演＝会田周平 石塚匠真 加藤みゆき 金子蓮恵
久世栞鈴他 〈無料〉 23日12時／5時 24日1時開
演 早稲田大学学生会館
※3回【東京】
劇団
『ドラマティカ』「西遊記悠久奇譚」
10月23日㈯～27日
脚本・演出＝伊勢直弘
出演＝山本一慶 安井一真 山崎大輝 木津つばさ
松田岳 〈9000円〉 23日6時 27日11時30分／4時

30 分 他 1 時／ 6 時開演 25 日休演 日本青年館
ホール
※7回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1日㈪～7日㈰ 〈9000円〉 2・5日6時30分
3・6日1時／6時 7日1時 他1時30分／6時30分開

ま

す

30日1時／5時

新宿シアタートップス

他2時開演

※12回【東京】

く

劇団鳥獣戯画 「魔清具」

10月23日㈯～31日㈰

脚本・演出＝知念正文
出演＝石丸有里子 ちねんまさふみ
内くみこ

石出知他 〈4500円

樋口春香

竹

高校生以下3000

円〉 23日7時 26・28・30日2時／7時 他2時開
演 ザ・スズナリ
※12回【東京】
青年団若手自主企画vo.87升味企画 「『動ける／動
けない 言える／言えない』を考えるWS試演会」
10月24日㈰
脚本・演出＝升味加耀 宮崎玲奈 中島梓織
出演＝秋村和希 井澤佳奈 大和田あずさ 金森悠
カミコウラ他 〈2000円〉 1時／4時30分／8時開演
アトリエ春風舎
※3回【東京】
FOURTEEN PLUS 14+ 「注文の多い料理店」
10月24日㈰
脚本・演出＝中嶋さと
出演＝中嶋さと ともなが舞 岡田涼生 〈2000
円〉 12時／3時30分開演 ぽんプラザホール
※2回【福岡】
円盤ライダー 「15（Fifteen）」
10月25日㈪～31日㈰
脚本・演出＝ばんたくや
出演＝船戸慎士 伊藤摩美 殿 渡部将之 賢茂エ
イ ジ 他 〈4000 円 学 生 3000 円 〉 27 日 2 時 ／ 7 時
30日1時／6時 31日11時／3時 他7時開演 アト
リエファンファーレ東池袋
※10回【東京】
火曜日のゲキジョウ 「俺たちの地球空洞説×kusu
kusu on parade」
10月26日㈫
脚本・演出＝磯淵良幸
出演＝あっぱれ北村 池永百花 間淵りく 〈2000
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円〉 6時／7時45分開演
re 1st

in→dependent theat

※2回【大阪】

後藤飛鳥

伊藤圭太他 〈3800円

信1800円〉 30・31日3時

学生2800円

他7時開演

駅前劇場

配

※5回【東京】

THE REDFACE 「横濱之龍神 高島嘉右衛門列
伝」
10月26日㈫・27日㈬
脚本・演出＝榊原玉記

トツゲキ倶楽部 「ラブピー」 10月27日㈬～31日㈰
脚本＝飛葉喜文 演出＝横森文

田直樹他 〈6600円〉 6時30分開演 横浜関内ホー
ル
※2回【神奈川】

横森文他 〈4000円 高校生以下1000円〉 28日7時
30日2時／5時 31日2時 他2時／7時開演 「劇」

出演＝榊原利彦

山口仁

串間太持

川本淳市

河

IKURA企画完全非接触芝居 「Monster」
脚本・演出＝IKURA

10月26日㈫～31日㈰

演出＝吉野斗規

出演＝植野祐美 柳瀬悠希 爽夢 福井夏 田口夏
帆他 〈2500円〉 30・31日1時／4時／7時 他6時
／9時開演

zoom

※14回【東京】

ブロードウェイ・バウンズ 「ドラキュラバー」

10月26日㈫～31日㈰

脚本・演出＝山内勉
出演＝津田英佑 宮澤正 バレッタ裕 長岡晃広
笹翼他 〈5500円 動画配信3500円〉 他7時30・31
日2時／6時開演 萬劇場
※8回【東京】
北村想+avecビーズ共同企画 「戯曲・アリス人形
館 秋の夜」
10月26日㈫～31日㈰
脚本・演出＝北村想
出演＝北村想 荘加真美 〈3000円〉 29～31日2時
他7時開演 円頓寺Les Piliers
※6回【愛知】
観劇三昧×Mixalive 「これは走りださない方の両
足」
10月27日㈬
脚本・演出＝菊地穂波
出演＝坂本ヤマト 佐藤あきら 中村ボリ 亀井理
沙 〈3000円 配信2000円〉 7時開演 Mixalive
TOKYO・Hall Mixa
※1回【東京】
The Stone Age ブライアント 「あの怪物の名は
太陽の塔」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝鮒田直也
出演＝浅季愉女美 綾田將一 石松千明 梅田脩平
大田康太他 〈4000円 学生2000円 映像配信2500
円〉 29日2時／7時 30日1時／6時 31日2時 他
7時開演 サンモールスタジオ
※7回【東京】
青春事情 「ちーちゃな世界〜It’s a small small
world〜」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝大野ユウジ
出演＝加賀美秀明 大野ユウジ 本折最強さとし
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出演＝けろたつや

SUMIO

小劇場

前田綾香

※8回【東京】

くちなし 「なにものか、」
脚本・演出＝田淵晃基

仲澤剛志

10月27日㈬～31日㈰

脚本＝土井達也

出演＝布施紀行 小磯陽香 佐藤聖也 矢新愛梨
石田美沙樹他 〈5000円〉 30日1時30分／6時 31
日 12 時 30 分 ／ 4 時 30 分
キーノートシアター

他 2 時 30 分 ／ 7 時 開 演
※10回【東京】

MICOSHI COMPLEX 「人生最高の日」

10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝早川貴久 脚本＝岡田寛司 IttA
出演＝石井芹佳 片桐健人 金原直史 佐々木タケ
シ 福谷智子他 〈3800円 学生3000円〉 27日7時
31日2時 他2時／7時開演 OFF OFFシアター
※8回【東京】

企画演劇集団ボクラ団義 「神ミタイナ時間」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝久保田唱
出演＝沖野晃司 大神拓哉 平山空 春原優子 添
田翔太他 〈7500 円〉 28・30 日 1 時／ 6 時 31 日 2
時 他6時開演 CBGKシブゲキ‼
※7回【東京】
S.I.P.H THEATER 「マジカリック・ハロウィー
ン by S.I.P.H」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝松本匡史
出演＝ayano KENSHI サカニシフユカ 阿部美
月 香月美慧他 〈5500円〉 27日3時30分／6時30
分 他11時／1時30分／4時／6時30分開演 四谷
Gallery-O10／Le-Chateau
※10回【東京】
劇団匂組 「みすゞかる」
10月27日㈬～31日㈰
脚本＝大森匂子 演出＝川口典成
出演＝金井由妃 佐藤晃子 紺野相龍 和田幾子

森下高志他 〈4200円 学生3500円 小学生・幼児
1500円〉 29日2時 31日12時／4時 他2時／6時
開演 劇場MOMO
※9回【東京】

萬腹企画 「音霊戦隊ディスクレンジャー2021」
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10月27日㈬～31日㈰

脚本・演出＝平康臣
出演＝古賀司照

さかいかな

井坂仁美

若本諒平

碧さやか他 〈8000円 6000円〉 27日7時 31日12
時／4時 他2時／6時30分開演 d-倉庫
※9回【東京】
RISU PRODUCE 「シロとクロの境界線」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝松本匠
出演＝横関健悟 朝枝知紘

松本匠

農 他 〈5800 円 〉 28 日 2 時 ／ 7 時
31日12時／4時

他7時開演

ER

生津徹

伊原

30 日 1 時 ／ 6 時

赤坂RED/THEAT

※8回【東京】

No day but today in act 「残念天使と駄目役者」
10月27日㈬～31日㈰
脚本＝益永あずみ
基

たかはしさら

演出＝小森谷朋

出演＝城戸崇宏 玉川来夢 麻衣愛 土矢兼久 南
舘優雄斗他 〈5500円 学生3000円〉 31日12時／5
時30分 他1時／6時30分開演 シアターブラッツ
※10回【東京】
劇団櫂人 「落語
『文七元結』
『芝浜』＋演劇『怪談牡丹
燈籠』
」
10月27日㈬～31日㈰
作＝三遊亭圓朝 構成・演出＝篠本賢一
出演＝青木恵 向後正枝 田中淳子 小池恵子 宮
下文子他 〈5000円 学生2500円 30日配信視聴
3500円〉 27日5時 他1時開演 上野ストアハウス
※5回【東京】
FULLMONTY 「山田家交響曲『通夜』第二楽章」
10月27日㈬～31日㈰
脚本＝中路貴之 演出＝石橋寛仁
出演＝水月舞 西園みすず 最上みゆう 谷沢龍馬
小山蓮司他 〈4500円〉 27日6時 31日1時 他1
時／6時開演 シアターKASSAI
※8回【東京】

出演＝小山薫子
真来
分

キヨスヨネスク

立蔵葉子

西山

畠山峻他 〈3500円〉 28・29日2時／7時30

30日2時／6時

他2時開演

STスポット

※8回【神奈川】

ほろびて／horobite 「ポロポロ、に」
脚本・演出＝細川洋平
出演＝浅井浩介 齊藤由衣

10月27日㈬～11月1日㈪
高野ゆらこ

はぎわら

水雨子 藤代太一他 〈4000円 22歳以下2200円〉
29・30・1日1時／6時 31日1時 他7時開演 北
千住BUoY

※9回（7回／2回）
【東京】

劇団印象―indian elephant― 「藤田嗣治〜白い
暗闇〜」
10月27日㈬～11月2日㈫
脚本・演出＝鈴木アツト
出演＝間瀬英正 廣田明代
村茉梨乃他 〈4000円
／7時
演

泉正太郎

30・31日1時30分／6時

小劇場B1

灘波愛

山

25歳以下3000円〉 28日2時
2日2時

他7時開

※10回（8回／2回）
【東京】

言葉のアリア 「テンペスト」
10月27日㈬～11月3日㈬
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア 演出＝佐々木
雄太郎
出演＝滑川恭子 鹿島渚 大野愛 夏葵 小寺絢他
〈S 席 4500 円 A 席 4000 円〉 他 7 時 29 日 2 時／ 7 時
30・31日1時／6時 3日12時／4時開演 コフレリ
オ・新宿シアター
※12回（8回／4回）
【東京】
浅草九劇 「ともだちが来た」
10月27日㈬～11月7日㈰
脚本＝鈴江俊郎 演出＝中山祐一朗
出 演 ＝ 稲 葉 友 大 鶴 佐 助 泉 澤 祐 希 〈4800 円 〉
28・4日2時／7時 30・3・6・7日1時／5時 31日
1時 他7時開演 2日休演 浅草九劇
※19回（7回／12回）
【東京】

企画演劇集団ボクラ団義 「神ミタイナ時間」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝久保田唱
出演＝沖野晃司 大神拓哉 平山空 春原優子 添
田翔太他 〈7500 円〉 28・30 日 1 時／ 6 時 31 日 2

日本芸術専門学校 「Disney HIGH SCHOOL MU
SICAL」
10月28日㈭～31日㈰
翻訳・訳詞＝高橋亜子 演出＝山田和也
出演＝日本芸術専門学校 〈2500円〉 30・31日11
時30分／3時 他1時30分／6時開演 日本芸術専
門学校・山王ヒルズホール
※8回【東京】

円盤に乗る派 「ウォーターフォールを追いかけて」
10月27日㈬～31日㈰
脚本・演出＝カゲヤマ気象台

劇団fool 「雨―AME―」 10月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝溝口優
出演＝增井豪 小澤瑞季 山田盛生 星広行 森智
子他 〈3500 円 5000 円〉 28 日 6 時 31 日 1 時／ 5

時

他6時開演

CBGKシブゲキ‼

※7回【東京】
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時

他2時／6時開演

武蔵野芸能劇場・小劇場

※7回【東京】

劇団papercraft 「椅子に恋した娘」
10月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝海路
出演＝横澤英一

榊美優

堀口紗奈

櫻愛里紗

齊

藤 友 暁 他 〈4500 円 〉 28 日 6 時 31 日 1 時 ／ 5 時
他1時／6時開演 ウエストエンドスタジオ

※7回【東京】

天才劇団バカバッカ 「ヴァンダフルワールド」
脚本・演出＝木村昴

10月28日㈭～11月3日㈬

演出＝赤間直哉

出演＝木村昴 赤間直哉 レノ聡 野村龍一 津賀
保 乃 他 〈8000 円 〉 29・2 日 1 時 30 分 ／ 6 時 30 分
30・31日12時／5時 3日1時30分 他6時30分開演
こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

※11回（7回／4回）
【東京】

椿組 「
『戦争童話集』〜忘れてはイケナイ物語り〜」
10月28日㈭～11月7日㈰

劇団
「幻ノ國」「竜宮城の山羊」

原作＝野坂昭如

脚本・演出＝福地海斗
出演＝白水英宣 飯島瑛里

岡村多加江他 〈3500円 中学生以下1000円〉 29・
3・5日7時 30・4日2時 31・7日3時 6日2時／7

10月28日㈭～31日㈰

眞榮城仁

坂莉乃他 〈5000円 大学生以下4500円
タ3500円〉 31日1時 他1時／6時開演
バビロンの流れのほとりにて

田中翼

宮

映像デー
シアター

※7回【東京】

舞台「SOULFUL SOUL」
製作委員会 「SOULFUL
SOUL」
10月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝福島三郎
出演＝伊藤健太郎 工藤遥 溝呂木賢 竹井洋介
森山栄治 〈6500円 配信チケット4290円〉 28日6
時 29日1時／6時 他12時／5時開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※7回【東京】
coconkukanunity 「無重力、な、わたし、」
10月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝木村克幸
出演＝古野美優 小町雪 東条澪 青矢修 ゆで
ちぃ子。他 〈5000円 22歳以下3500円〉 28日7時
31日1時／5時 他2時／7時開演 シアターグリー
ン BOX in BOX THEATER
※7回【東京】
演劇ユニット
『あやとり』「てのあと」
10月28日㈭～31日㈰
脚本・演出＝森菜摘
出演＝森菜摘 小髙愛花 河野こころ 島田香澄他
〈3800円 学生3200円〉 31日1時／5時 他2時／6
時開演 APOCシアター
※8回【東京】
KUROGOKU 「海と日傘 」
10月28日㈭～11月1日㈪

脚本＝松田正隆 演出＝佐藤一也
出演＝高野力哉 倉多七与 春延朋也 金子圭子
今和泉克己他 〈3700円 学生2000円〉 28日1時／
7 時 29 日 2 時 ／ 7 時 1 日 2 時 他 1 時 ／ 6 時 開 演
中板橋・新生館スタジオ ※9回（8回／1回）
【東京】
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出演＝田渕正博

時

他6時開演

演出＝外波山文明
趙徳安

雑遊

井上カオリ

長嶺安奈

※12回（4回／8回）
【東京】

serial number 「すこたん！」

10月28日㈭～11月7日㈰

脚本・演出＝詩森ろば
出演＝鈴木勝大 近藤フク 根津茂尚 佐野功 大
内真智他 〈5000円 学生3500円 障がい者3000
円〉 30・3・6日2時／7時 31・7日2時 他7時開
演 1日休演 ザ・ポケット
※13回（5回／8回）
【東京】
放課後ビアタイム 「ちいさい秋見つけましたか？」
10月29日㈮～31日㈰
脚本・演出＝蜂巣和紀
出演＝蜂巣和紀 古野あきほ 麻生金三 永瀬葵子
高宗歩未他 〈4000円 配信チケット2500円〉 31
日1時／5時30分 他1時／6時開演 ステージカ
フェ下北沢亭
※6回【東京】
劇団P・T企画 「黒羽根シリーズ『謝肉祭殺人事件
（マーダー・カーニバル）』」 10月29日㈮～31日㈰
脚本・演出＝和泉めぐみ
出演＝山本直匡 坂本さやか ことぶきつかさ 白
木原一仁 竹田朋子他 〈4000円〉 29日7時 他11
時／4時開演 世界館
※5回【大阪】
HitoYasuMi 「後の祭りになる前に」
10月29日㈮～31日㈰
脚本＝大村仁望 演出＝林彬

出演＝飯坂泰子 大村仁望 川村美喜 堤下アツシ
〈3500円〉 29日7時 他1時／5時開演 下北沢・ス
ターダスト
※5回【東京】
TPT 「ミザントロオプ

孤客もしくは怒りっぽい
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恋人」

10月29日㈮～11月3日㈬

脚本＝モリエール
出演＝岡崎大樹

演出＝門井均

古畑正文

須山剛

廣畑達也

山

田美波他 〈3000円〉 31日2時／6時 3日2時 他
6時開演 すみだパークギャラリーささや
※7回（4回／3回）
【東京】
DMF/ENG提携公演 「クレプトキング 月を見て
いたかった兎」
10月29日㈮～11月7日㈰

脚本・演出＝宮城陽亮
出演＝平山佳延 高城元気
野 裕 理 他 〈S 席 6500 円
3・6 日 1 時 ／ 6 時
他7時開演
TER

花奈澪

鵜飼主水

中

A 席 5500 円 〉 30・31・

5日2時／7時

7 日 12 時 ／ 4 時

シアターグリーン BIG TREE THEA
※16回（5回／11回）
【東京】

脚本・演出＝前島宏一郎
出演＝梅木彩羽

森裕嗣

伊藤舞他 〈3000円
31日11時開演
風のスタジオ

人見由希

荒木みなみ

22歳以下2000円〉 30日6時

いわてアートサポートセンター・
※2回【岩手】

不定深度3200 「朱く飾って」
脚本・演出＝東野航平

10月30日㈯～11月1日㈪

出演＝岩下拓海 木村俊太朗 野田恵梨香 花井紗
代子 御崎なぎ他 〈2300円 25歳以下1800円〉 1
日6時

他2時／7時開演

中野スタジオあくとれ

※5回（4回／1回）
【東京】

NAYUTA 「どんだけやねん！？

家も歴史もビ

桃源郷行きたい×劇団森 「恋するセカイ」

フォーアフター」
10月30日㈯～11月3日㈬
脚本＝藤原良 演出＝大迫洸太郎

脚本＝福家寿明

眞田祐眞他 〈4000円〉 2日7時

10月29日㈮～11月14日㈰

演出＝藤本エイスケ

出演＝阿部有那 井沢比奈乃 石洗セキ おたけ
樫村昇汰他 〈無料配信〉 20時配信開始 早稲田
大学学生会館
※1回【東京】
劇団StageSSZakkadan 「陽のあたる家 ディ
ス・イズ・ショウタイム」
10月30日㈯
脚本＝深山うぐいす 演出＝仲風見
出演＝劇団StageSSZakkadan 〈3000円 子ども
1500円 ライブ配信視聴大人2500円 子ども1250
円〉 2時開演 神戸ポートオアシス ※1回【兵庫】
仙台シアターラボ 「禍の光」 10月30日㈯・31日㈰
脚本＝ブレヒト 演出＝野々下孝
出演＝野々下孝 渡邉悠生 宮本一輝 松本美咲
犬飼和他 〈3000円 学生2000円 高校生以下無
料〉 30日2時／6時 31日1時／5時開演 せんだ
い演劇工房10-BOX
※4回【宮城】
J-Theater 「新しい未来へ『宮沢賢治の世界』〜星
の彼方 大地の果てに〜」
10月30日㈯・31日㈰
原作＝宮沢賢治 構成・脚本＝丸尾聡 演出＝平野
智子
出演＝高橋惠子 原きよ 内田里美 彩木りさ子
岩崎聡子他 〈3800円 学生3000円 中学生以下
2000円〉 3時開演 恵比寿・エコー劇場

※2回【東京】

イチニノ 「そっと左手を添えてお釣りをくれるか
わいいコンビニ店員野沢菜菜さんとの秘密の出来
事・in・ブルー」
10月30日㈯・31日㈰

出演＝木戸昌宏
1日休演

白神さき

滝田愛香

武井美緒

他1時／6時開演

STUDIOユーキース
※7回（4回／3回）
【東京】

宮下貴浩×私オム 「あれから」
10月30日㈯～11月7日㈰
脚本・演出＝私オム
出演＝安里勇哉 宮下貴浩 松村龍之介 小沼将太
八神蓮他 〈8500円〉 3・6・7日12時／5時 他6時
開演 シアターサンモール
※11回（1回／10回）
【東京】
劇団ハンニャーズ 「子供の時間」
10月30日㈯～11月7日㈰
脚本＝リリアン・ヘルマン 演出＝黒澤世莉
出演＝近藤聡実 熊倉静 小林葉月 高田遼太郎
山 田 亜 矢 子 他 〈3300 円 高 校 生 以 下 1300 円 〉
31・3・7 日 2 時 2・5 日 9 時 他 8 時 開 演 1・4 日
休演 月潟稽古場
※7回（2回／5回）
【新潟】
劇団プレイング 「スペースラビリンス」
10月31日㈰
脚本・演出＝劇団プレイング
出 演 ＝ 劇 団 プ レ イ ン グ 〈1000 円 中 学 生 800 円
小学生800円〉 1時／3時開演 堺市立ビッグバン
※2回【大阪】
犬飼勝哉 「アイランド 弐」
10月31日㈰
脚本・演出＝犬飼勝哉
出演＝高澤聡美 波多野伶奈 藤家矢麻刀 横田僚
平 〈無料配信〉 4時開演 SCOOL ※1回【東京】
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幻想芸術集団Les Miroirs 「劇喫茶ミロワール

ヘアピン倶楽部

｢やさしいふりをしてるだけ｣

脚本・演出＝a-m.Lully

脚本＝有川義孝

演出＝寝屋川真之介

二人一役」

10月31日㈰

出演＝朝霞ルイ 佐藤まどか 武川美聡 〈1500
円〉 2時／5時30分開演 自由が丘Mum
※2回【東京】

11月2日㈫～5日㈮

出演＝加藤睦望 倉里晴 髙橋直幸 竹岡直紀
てっぺい右利き他 〈2800円 高校生以下1000円〉
3日2時／6時 5日2時 他7時開演 スタジオ「HI
KARI」

※5回【神奈川】

公社流体力学 「夜色の瞳をした少女、或いは、夢屋
敷の殺人」
10月31日㈰

國學院大學演劇研究会 「たすけて！魔法少女｣

出演＝公社流体力学a.k.a.太田日曜 〈2500円

出演＝ジョセフィーヌ広沢

脚本＝公社流体力学
田日曜

演出＝公社流体力学a.k.a.太

歳以下1000円〉 7時30分開演

場
※当公演は下記にて公演有り。
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調布市せんがわ劇

※1回【東京】

▼11月21日㈰ 〈2500円 22歳以下1000円〉 7時
30分開演 調布市せんがわ劇場 ※1回【東京】

11月
出演朗読ユニットLa scala 「鉄窓｣
11月1日㈪～3日㈬
脚本・演出＝小西優司
出演＝川合 土土 子安由 竹 田 真 季 三 浦 慶 子
〈3300円〉 1日7時30分 2日4時／7時30分 3日1
時／5時／7時開演 RAFT
※6回【東京】

11月2日㈫～5日㈮
脚本・演出＝ジョセフィーヌ広沢
鹿野由妃

清水萌々笑

中山昂樹

南絢香他 〈無料カンパ制〉 2日3時30

分 3日1時／4時開演 國學院大學渋谷キャンパ
ス・百周年記念館地下二階演劇練習室

※3回【東京】

芸門 「小さな島の日の出食堂｣ 11月2日㈫～7日㈰
脚本・演出＝コロポックル佐藤

脚本＝古屋治男

出演＝村田一晃 如月皐 稲葉凌一 福田優 あじ
の純他 〈4000円〉 2日7時 3日3時／7時 6日1
時／6時 7日1時 他2時／7時開演 シアターブ
ラッツ
※10回【東京】
IN EASY MOTION

｢十字架を背負った男｣
11月2日㈫～7日㈰

南極ゴジラ ｢199６｣
11月1日㈪～13日㈯
脚本・演出＝こんにち博士 脚本＝太田垣百合子
出演＝瀬安勇志 古田絵夢 〈3000円〉 3・6・7・
13日3時／7時 他7時開演 4・10・11日休演 西
新宿五丁目駅から徒歩7分の一軒家 ※14回【東京】

脚本・演出＝伊藤和重
出演＝伊藤武雄 工藤巧 麗奈 滝上裕二 バッド
ナイス常田他 〈6000円 高校生以下4000円〉 3・
6日2時／7時 7日1時／5時 他7時開演 シア
ターグリーン BOX in BOX THEATER
※9回【東京】

制作
「山口ちはる」
プロデュース 「スイートホーム｣
11月2日㈫・3日㈬
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝藤井咲有里 大西一希 加茂井彩音 北村ま
りこ 神田朝香他 〈4300円〉 2日3時30分／7時
30分 3日1時／5時開演 ザ・スズナリ
※4回【東京】

なかないで、毒きのこちゃん ｢7丁目のながふじく
ん｣
11月2日㈫～7日㈰
脚本・演出＝鳥皮ささみ
出演＝木山廉彬 斉藤マッチュ 植田祥平 田村優
依 森田ガンツ他 〈3200円 23歳以下2200円 18
歳 以 下 1000 円 〉 5・6 日 2 時 ／ 7 時 7 日 1 時 ／ 6 時
他7時開演 シアター711
※9回【東京】

立教大学演劇研究会 「≒ｓｔ0ｒｙ｣
11月2日㈫～4日㈭
脚本・演出＝益田果穂

三栄町LIVE×fukui劇 「エンドロールライナー｣
11月2日㈫～14日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE

出演＝倉持美桜 渡辺桃子 溝本佑菜 橋本悠里
野田泉美他 〈無料カンパ制 配信完全無料〉 4日
2時30分 他4時45分開演 立教大学池袋キャンパ
ス・ウィリアムズホール
※3回【東京】
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出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 6・13日2時／6時
7・14日1時／5時 他7時30分開演 8日休演 三
栄町LIVE STAGE
※16回【東京】
yum yum cheese！ 「いきたひと」 11月3日㈬
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脚本＝永山智行

出演＝松岡優子

演出＝和田喜夫
古賀今日子

円〉 1時／5時開演
MyrtleArts

天聴の蔵

ののあざみ 〈2800

※2回【熊本】

｢あの少女の隣に｣
11月3日㈬～5日㈮

脚本・演出＝くるみざわしん

出演＝川口龍 〈3000円〉 3日2時／6時 他2時／
7時開演 西荻シネマ準備室
※6回【東京】

遅咲会

｢はりぼて予知のその先に｣

脚本・演出＝水谷健吾

出演＝鈴木浩文 前田直己 菅野英樹 比嘉奈菜子
藤澤友千菜他 〈4500円 大学生以下2000円 配信
チケット2000円〉 3日7時 6日1時／6時 7日12
時／4時

他2時／7時開演

脚本・演出＝IKKAN

脚本＝夏目漱石

柳十兵衛他 〈S席8300円

角舘信哉

11月3日㈬～5日㈮

演出＝佐藤玲香

出演＝佐藤玲香 篠田来翔 菊地保乃伽 佐藤紫
角舘信哉 〈1200円〉 8時開演 盛岡劇場・タウン
ホール

人間嫌い

※3回【岩手】

｢24歳のフォーチュン！ウェディング｣

11月3日㈬～7日㈰

脚本・演出＝岩井美菜子
出演＝あおのゆきか 青山美穂 川勾みち 窪寺
奈々瀬 佐藤美輝他 〈4000円 学生2500円〉 5・
6日2時／7時 7日2時 他7時開演 新宿シア
ター・ミラクル
※7回【東京】
おぶちゃ 「Bittersweet Flowers｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝大部恭平
出演＝tamico. 尾崎礼香 田中菜々 河口舞華
宇野仁美他 〈5000円 生配信チケット3500円〉 5
日2時／7時 6日1時／6時 7日12時／4時 他7時
開演 劇場MOMO
※8回【東京】
ワイルドバンチ演劇団 「黄昏川を渡る舟 ―甘寧と
凌統―｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝草葉野陰之丞 演出＝古田龍
出演＝東條瑛 髙木陵斗 三枝聖 下田望 小竹浩
平他 〈4000円 学生3000円〉 5・6日3時／7時 7
日3時 他7時開演 シアターKASSAI
※7回【東京】
GENKI produce 「家族と呼ばないで〜I can’t
say it enough〜｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝田中大祐 演出＝田中しげ美

出演＝釣本南 佐藤弘樹 小川夏鈴 籾山ひめり
中村ヒロユキ他 〈8800円〉 3日7時 6日1時／6
時 7日12時／4時 他2時／7時開演 CBGKシブ
ゲキ‼
※9回【東京】

萬劇場

※9回【東京】

舞台 「ねぇ、ヒルガオが咲いてるよ。｣

もりげき八時の芝居小屋 「夢遠く、十の夜を漂い
て。
｣

11月3日㈬～7日㈰

出演＝國島直希

杉山真宏

11月3日㈬～7日㈰

若松春奈

田中志奈

一般席7000円〉 3日7

時 6日1時／6時 7日12時／4時30分 他2時／7
時開演 バルスタジオ
※9回【東京】
ポーラは嘘をついた―Paralyzed Paula―

｢Ro

meo; Juliet in tokyo jungle／現代のロミオと
ジュリエット ボーイ ネバー ミーツ ガール 東京密

林で出逢えない私たち｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝シェイクスピア 演出＝ポーラは嘘をついた
出演＝あこちゅあ 木母千尋 神代樹里菜 藤井隆
太 増田知就他 〈3000円〉 4時／8時開演 SHIB
UYA valley
※10回【東京】
南京豆NAMENAME 「僕らの爽やかな深爪｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝河村慎也
出演＝晏爾 今井未定 加藤広祐 河村慎也 久保
瑠衣香他 〈4000 円 22 歳以下 2800 円 18 歳以下
1000円〉 5日2時／7時15分 6日2時／7時 7日12
時／4時 他7時15分開演 王子小劇場
※8回【東京】
オフィス江原 「滅びんかな、滅びんかな。 たとえ
民族は滅んでも、人間は滅びやしないさあ。｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝江原吉博 演出＝大西弘記
出演＝矢内文章 甲津拓平 憩居かなみ 橘麦 宇
鉄菊三 〈4300円 研究生3000円 高校生以下2500
円〉 3・7日2時 他2時／7時開演 OFF OFFシ
アター
※8回【東京】
アクトスピア 「花鳥風月

姉妹の絆の物語｣

11月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝清原大夢 演出＝坂本佳乃子
出演＝大日方奏子 芥川美織 鈴原ちな 翔恋 田
崎明日香他 〈3500円〉 3日7時 7日2時 他2時
／7時開演 東中野バニラスタジオ
※8回【東京】
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Shimapro

｢スペースなスペース｣

11月3日㈬～7日㈰

脚本・演出＝白柳力

出演＝秋沢健太朗 谷津翼 菅野勇城 高間淳平
山沖勇輝 〈6500円〉 3日7時 6日1時／6時 7日
12 時 ／ 5 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演 ア ト リ エ フ ァ ン
ファーレ東池袋

※9回【東京】

劇団アフリカ座 「Wind Business〜桶屋になり
たいあなたへ〜｣
脚本＝すぎやまゆう
出演＝若林美保
5日2時／7時
時開演

11月3日㈬～7日㈰
演出＝中山浩

早瀬ありす

6日2時／6時

ZAIKO

杉山夕 〈4000円〉

7日1時／5時

他7

※8回【東京】

げんこつ団 「ファクト・リ｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本・演出＝一十口裏 演出＝植木早苗
出演＝植木早苗

春原久子

河野美菜

三 明 真 実 他 〈4300 円 〉 6 日 2 時 ／ 7 時
他7時開演

駅前劇場

池田玲子
7日3時

※6回【東京】

SPOTTED PRODUCTIONS ｢水深ゼロメート
ルから｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝中田夢花 演出＝小沢道成
出演＝濵尾咲綺 宮﨑優 仲吉玲亜 花岡すみれ
椙山さと美 〈4500円 22歳以下2200円〉 5日2時
／7時 6・7日2時／6時 他7時開演 「劇」小劇場
※8回【東京】
株式会社エンタグレースターズ
（EGS） ｢異次元！
海の旅人バーレスク〜アリスとララの潜水都市イ
グーズ〜｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝和泉妃夏 演出＝山崎哲史
出演＝藤本アリサ他 〈9800円 5800円〉 3・7日
12時30分／5時30分 6日1時／6時 他2時／7時開
演 六行会ホール
※10回【東京】
パディハウス 「真夜中に挽歌〜1978 僕達は出会っ
た〜｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝松田優作 演出＝野瀬哲男
出演＝松永涼平 野元空 藍梨 崔哲浩 遠藤綱幸
他 〈4500円〉 3日6時30分 7日1時30分 他2時
30分／6時30分開演 サンモールスタジオ
※8回【東京】
ProjectJUVENILE 「幕末カメレオン｣
11月3日㈬～7日㈰
脚本＝哉村葵樹 演出＝富樫勘九郎
出演＝池下真紀 平澤恵 井川直紀 井上美沙紀
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遠藤巧磨他 〈4500円
12時／5時

配信2500円〉 3日6時
溝ノ口劇場

他1時／6時開演

ミュージカル座

※9回【神奈川】

｢スター誕生2｣

脚本＝ハマナカトオル

7日

11月3日㈬～7日㈰

演出＝中本吉成

田菜美
出演＝ミュージカル座 〈10000円

作曲＝久

7500円〉 5日1

時／6時30分 6日1時／6時 7日12時／4時
時30分開演 中目黒キンケロ・シアター

他6

※8回【東京】

URAZARU 「どっかこっか｣
脚本・演出＝太田勝

11月3日㈬～7日㈰

出演＝猫田にき 大屋海 阿久津紘平 甲斐優風汰
川井紀章他 〈4500円 配信3000円〉 3日1時／6時
6日2時／7時
ター中目黒

7日2時

他7時開演

ウッディシア

※7回【東京】

さんらん 「おせん ―煎餅の神様―｣
11月3日㈬～9日㈫
脚本・演出＝尾崎太郎
出演＝髙橋みのり 中村有 小島奈緒実 小林大斗
渡辺恒他 〈4000円 1000円〉 3日7時 7日1時／
6時 9日2時 他2時／7時開演 アトリエ第Q藝術
※12回【東京】
TAAC 「ダムウェイター ―the Dumb Waiter―｣
11月3日㈬～10日㈬
脚本＝ハロルド・ピンター 演出＝タカイアキフミ
出演＝大野瑞生 横田龍儀 〈5500円〉 6・10日2
時／6時 7日2時 他7時開演 すみだパークシア
ター倉
※10回【東京】
はえぎわ 「ベンバー・ノー

その意味は？｣
11月3日㈬～14日㈰

脚本・演出＝ノゾエ征爾
出演＝井内ミワク 竹口龍茶 踊り子あり 川上友
里 鳥島明他 〈4700円 学生2500円〉 3・8・12
日 6 時 6・13 日 1 時 30 分 ／ 6 時 他 1 時 30 分 開 演
5・9日休演 新宿シアタートップス ※12回【東京】
ヅカ★ガール 「のばらのばらのばら｣

11月3日㈬～19日㈮
脚本・演出＝飯塚未生
出演＝妃咲歩美 石黒乃莉子 かまくらあや 来栖
梨紗 結崎あゆ花 〈2500円 配信観劇2000円〉 3
日5時／8時 6・7日2時／6時 他6時30分／9時開
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演

レンタルスペース＋カフェ・兎亭

※10回【東京】

NICK-PRODUCE 「wordlabo.4―戯曲読
『mob』
｣
11月4日㈭
脚本・演出＝村野玲子
出演＝加古みなみ

中谷路子

白川哲次

八乙女真

記 子 山 口 雅 義 他 〈3000 円 〉 3 時 ／ 7 時 開 演
オーキッドミュージックサロン
※2回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月27日㈯ 〈3000円〉 6時30分開演
明日館・ホール

自由学園

※1回
【東京】

一般社団法人劇団コーロ 「ハンナのかばん｣
11月4日㈭
脚本＝宮越洋子 演出＝菊池准
出演＝みやちともこ 松永和也
代

田中けいこ他 〈4000円

3500円

梶原くみ

魚谷尚

65歳以上・障がい者

高校生以下2500円〉 7時開演

大阪市立

こども文化センター・ホール
※1回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月5日 〈4000円 65歳以上・障がい者3500円
高校生以下2500円〉 7時開演 名古屋市天白文化
小劇場 ※1回
【愛知】
一般社団法人グランツ 「正直 私は立派な軍国少年
でした〜青い空とM少年〜｣
11月4日㈭～6日㈯
脚本＝大西弘記 演出＝飯田浩志＋小飯塚貴世江
出演＝前田昌明 岩崎加根子 観世葉子 小飯塚貴
世江 萩原萠他 〈4000 円 障がい者・20 歳以下
2000円〉 4日7時 5日2時／7時 6日2時開演 調
布市せんがわ劇場
※4回【東京】
劇団月光斜 「砂の鯨と偽りの国｣
11月4日㈭～6日㈯
脚本・演出＝東風東
出演＝おぎゃあ 五十嵐隼人 樹本すぐり 日暮住
処 堀丸奏他 〈無料〉 6日1時／8時 他8時開演
劇団月光斜YouTube公式チャンネルにて配信
※4回【京都】
劇団つばめ組 「三人姉妹｣
11月4日㈭～7日㈰
脚本＝チェーホフ 演出＝仲条裕
出演＝吉田直子 那須野恵 杉崎智子 石倉研史郎

三瓶裕史他 〈4500円〉 4日7時 5日2時／7時 6日
1時／6時 7日1時開演 シアターグリーン BASE
THEATER
※6回【東京】
演り人知らズ 「煙草とguyについて」
「ちかちゃん

と巣立つ鳥たちの明日」

11月4日㈭～7日㈰

脚本・演出＝吉川なの葉

脚本＝児玉健吾

紺野ぶどう

演出＝

出演＝松竹亭ごみ箱 佐藤亜矢 林菜々子 いば正
人 尾國裕子 〈1500円〉 6・7日2時／3時／4時／
5時 他8時開演 AHAアトリエ・ギャラリー

※10回【愛知】

アマヤドリ 「崩れる｣

脚本・演出＝広田淳一
出演＝倉田大輔 沼田星麻

11月4日㈭～8日㈪
深海哲哉

河原翔太

宮川飛鳥他 〈4000円

学生2800円

日11時／3時
風姿花伝

他7時30分開演 シアター
※7回【東京】

1300円

高校生以下

配信チケット2500円〉 6日2時／6時
8日2時

7

※当公演は下記にて公演有り。
▼11月13日㈯ 〈2500円 25歳以下1000円〉 2時
開演

パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）花しょう

ぶホール

※1回【愛知】

劇団伽羅倶梨 「LaLaフレンズ♬ワンスモア｣
11月4日㈭～8日㈪
脚本・演出＝徳田ナオミ
出演＝岩本正治 徳田尚美 橋本千枝子 石田龍昇
淵友二他 〈3800円 中高生2800円 小学生1800
円〉 7日11時／4時 他2時／7時開演 KARAKU
RIスタジオ
※10回【大阪】
ぱぷりか 「柔らかく搖れる｣ 11月4日㈭～15日㈪
脚本・演出＝福名理穂
出演＝菊地奈緒 用松亮 堀夏子 ししどともこ
廣川真菜美他 〈4000円 22歳以下3000円〉 6・13
日1時／5時 7・14日1時 10日2時／7時 11・15
日2時 他7時開演 こまばアゴラ劇場
※14回【東京】
語りと和楽の芸人衆かたりと 「かたりと和LIVE
一欅庵『神無月』｣
11月5日㈮・6日㈯
脚本＝宮部みゆき 演出＝かたりと
出演＝北原久仁香 小池純一郎 〈3000円 高校生
以下500円〉 5日4時 6日1時／4時開演 登録有
形文化財 一欅庵
※3回【東京】
Sword Works 「朗読劇『夏色の翼』｣

11月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝河瀬仁誌
出演＝中川美音 伊藤日菜 泉綾乃 横堀菜々美
西川陽菜他 〈5500円〉 5日3時／7時 6日1時／4
時／7時 7日12時／2時30分開演 SPACE9
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※7回【大阪】
劇団山の手事情社 「池上show劇場
【PREMIUM】
｣

11月5日㈮～7日㈰
脚本＝谷崎潤一郎他 演出＝安田雅弘
出演＝川村岳 山口笑美 越谷真美 安部みはる
谷洋介他 〈3000円
時30分／6時開演

中学生以下1500円〉 11時／2

山の手事情社アトリエ
※9回【東京】

PaingSoe
〈パインソー〉「改めまして、何もない｣
脚本＝川尻恵太

11月5日㈮～7日㈰

ニシオカ・ト・ニール

る 演出＝戸澤亮 山田マサル
出演＝戸澤亮 ツルオカ 小島達子

渋木のぼ

吉井伶衣

山

田マサル 〈4000円 24歳以下2000円 高校生以下
1500円 ライブ配信1200円〉 5日7時30分 6日3
時／7時

7日3時開演

演劇専用小劇場BLOCH

※4回【北海道】

劇団ちゃうかちゃわん 「
（A）戯曲:創世とアポトー
シス／
（B）
運命、時々マーメイド｣
11月5日㈮～7日㈰
脚 本＝津島 ヨモツ 握飯子 演 出 ＝ そ そ そ ト
ニーー板倉 九條ひなた
出演＝劇団ちゃうかちゃわん 〈無料カンパ制〉 11
時／3時開演 大阪大学豊中キャンパス学生会館二
階大集会室
※6回【大阪】
インヘリット東京 「ザ・ファイナル・セカンド〜
永遠の一秒1989〜｣
11月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝畠山貴憲
出演＝森輝弥 水崎綾 河野凌太 阿瀬川健太 津
田幹土他 〈SS席8800円 S席7800円 A席6500円〉
5日7時 6日1時／6時 7日11時30分／4時30分開
演 彩の国さいたま芸術劇場・小ホール
※5回【埼玉】
早稲田大学劇団木霊 「止まる⇄跡｣
11月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝鏡原すず
出演＝内山泰輝他 〈無料〉 開6日1時／5時 他5
時演 劇団木霊アトリエ
※4回【東京】
unit-IF 「これって、ゆ〜かい？｣
11月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝小山一羊
出演＝すずきぺこ 前原佑依 徳弘明子 揺村可菜
キノトサキ他 〈3000円 学生2000円 小学生以下
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500円〉 5日7時30分

他12時／4時30分開演

宮橋TRANCE MISSION

参

※5回【東京】

コトリ会議 「スーパーポチあしあと｣
11月5日㈮～7日㈰
脚本＝山本正典 演出＝コトリ会議
出演＝三ヶ日晩

花屋敷鴨

原竹志

まえかつと

山本正典他 〈3000円 18歳以下500円〉 5日7時30
分 6日3時30分／7時 7日11時30分／3時30分開
演

金沢21世紀美術館

※5回【石川】

SHY BOYプロデュース 「Run for your Wife｣

11月5日㈮～7日㈰

脚本＝レイ・クーニー 演出＝野坂実
出演＝今江大地他 〈9200円〉 5日6時30分

時30分／5時30分 7日1時開演
PARK OSAKA・TTホール

6日12

COOL JAPAN
※4回【大阪】

清水宏 「ひとり舞台フェスティバル｣

11月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝清水宏
出演＝清水宏他 〈4000円 配信公演2000円〉 5日
6時 他1時／7時開演 小劇場 楽園 ※5回【東京】

飛ぶ劇場 「ジ エンド オブ エイジア｣
11月5日㈮～7日㈰
脚本・演出＝泊篤志
出演＝桑島寿彦 内山ナオミ 木村健二 葉山太司
中川裕可里他 〈3000円 学生2000円 高校生以下
1000円〉 5日7時 6日2時／6時 7日2時開演 北
九州芸術劇場・小劇場
※4回【福岡】
エイチエムピー・シアターカンパニー〈シェイクス
ピアシリーズⅠ〉「マクベス 釜と剣｣
11月5日㈮～7日㈰
脚本＝くるみざわしん 演出＝笠井友仁
出演＝髙安美帆 森田祐利栄 ナカメキョウコ 水
谷有希 河上由佳他 〈4200円 25歳以下・障碍者
3800円 高校生以下1000円〉 5日6時30分 他2時
開演 AI・HALL
※3回【兵庫】
道頓堀セレブ 「楽屋〜流れ去るものはやがてなつ
かしき｣
11月5日㈮～8日㈪
脚本＝清水邦夫 演出＝橋本匡市

出演＝南谷朝子 林英世 山本香織 東宮綾音
〈4000円 学生2500円〉 5日3時／7時 6日1時／5
時 他12時／4時開演 in→dependent theatre
1st
※8回【大阪】
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劇団チャリＴ企画 「コロナにまつわるホントどう

大空町教育文化会館

脚本・演出＝楢原拓

▼11月25日㈭ 〈3000円

でもいい話｣

11月5日㈮～9日㈫

出演＝阿比留丈智 みずき 埴生雅人 春日奈々子
和地泰平他 〈3000円 学生2500円 高校生以下
1000円〉 5日4時／8時 8日3時／7時 9日1時／4
時

他2時／6時開演

新宿眼科画廊 ※10回【東京】

名取事務所 「女は泣かない｣

11月5日㈮～14日㈰

脚本＝イ・ボラム 演出＝扇田拓也
出演＝森尾舞 斉藤淳 藤田宗久 高間智子
夏野他 〈5000 円
3500円

菊池

70 歳以上・ハンディキャップ

学生1500円

高校生以下500円〉 5日7時

7 日 2 時 ／ 7 時 8・10 日 3 時 12 日 3 時 ／ 7 時 30 分
14日1時 他2時開演 小劇場B1
※12回【東京】
演劇公社ライトマン 「T.C.R/S.P.T｣
脚本＝札幌の劇作家達
出演＝田村嘉規

演出＝GJ

フレンチ

Roman

11月6日㈯
GJ

有田哲

他 〈2000円 学生1500円〉 6日4時／8時 7日1
時／5時開演 扇谷記念スタジオ・シアターZOO
※4回【北海道】
うた・おどり・ものがたり／ NIINO ― AIR 2021
「短編演劇
『新野物語』NAGANO ORGANIC AIR
阿南｣
11月7日㈰
脚本・演出＝山田百次
出演＝小原華 金田渚 山田百次 〈無料〉 1時／
4時開演 まるはち旅館
※2回【長野】
OUTBACKアクターズスクール 「OUTBACK〜
まだ見ぬ世界へ！〜｣
11月7日㈰
脚本・演出＝OUTBACKアクターズスクール
出演＝OUTBACKアクターズスクール他 〈1200
円〉 1時30分開演 あかいくつ劇場
※1回【神奈川】
オフィスリコプロダクション株式会社 「朝に死す」
「命を弄ぶ男ふたり｣
11月7日㈰
脚本＝清水邦夫 岸田國士 演出＝銀ゲンタ
出演＝銀ゲンタ 手塚りょうこ 椿紅鼓 清水克彦
〈4000円〉 4時／7時開演 北とぴあ・ドームホー
ル
※2回【東京】
THEATRE MOMENTS 「遺すモノ〜楢山節考よ
り〜｣
11月7日㈰
脚本・演出＝佐川大輔
出演＝佐川大輔 中原くれあ 今野健太 三石美咲
大窪晶他 〈2000 円 18 歳以下 1000 円〉 6 時開演

※1回【北海道】

※当公演は下記にて公演有り。

18歳以下1000円〉 6時

盛岡劇場・メインホール

30分開演

※1回【岩手】

Juliet aria 「DustBunnySHOW｣
脚本・演出＝三浦香
出演＝仲万美 acha

11月7日㈰・8日㈪

MikaT

諸橋沙夏

松本ユ

キ子他 〈7800円〉 7日2時／6時30分 8日6時30
分開演 クラブeX
※3回【東京】
朝倉薫演劇団 「LOVE ME DOLL｣
脚本・演出＝麻草郁

11月9日㈫～14日㈰
作＝朝倉薫

出演＝成海佑香 内川美幸 中島明子 灰﨑琳子
カヨン他 〈S席9000円 A席6000円〉 11・12日2
時／7時

13・14日12時／5時

ターブラッツ

他7時開演

シア

※10回【東京】

劇団120○EN 「椅子語り-ep.03-キャンバスの椅
子の話」
11月10日㈬
脚本・演出＝清野和也
出演＝押切ミチル 山口聖来 〈500円 高校生以
下120円〉 7時開演 こむこむ・わいわいホール
※1回【福島】
エンニュイ

｢無表情な日常、感情的な毎秒｣
11月10日㈬～12日㈮
脚本・演出＝長谷川優貴
出演＝浦田すみれ 小林駿 長井健一 二田絢乃
zzzpeaker 〈2300円 高校生以下1000円 配信観
劇1500円〉 10日7時 11日2時／7時 12日1時／5
時開演 スタジオ「HIKARI」
※5回【神奈川】
SPIRAL MOON

｢たましずめ｣
11月10日㈬～14日㈰
脚本＝はせひろいち 演出＝秋葉舞滝子
出演＝牧野達哉 星達也 矢治美由紀 石井悦子
道祖尾悠希他 〈4000円〉 10日7時30分 13日2時
／6時 14日2時 他2時／7時30分開演 「劇」小劇
場
※8回【東京】
劇団鮫軟骨 「まっきいろな嘘｣

11月10日㈬～14日㈰
脚本＝松井錦吾 演出＝三保谷骨太呂卯
出演＝小松崎莉紗 近藤沙弥佳 平隆人 旭桃果
原田桂佑他 〈3500円〉 10日6時 11日3時 14日
12 時／ 5 時 他 1 時／ 6 時開演 参宮橋TRANCE
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MISSION
えにし

※8回【東京】

｢グランド・フィナーレで逢いましょう｣

11月10日㈬～14日㈰
脚本＝白坂英晃 演出＝遠藤隆之介
出演＝前田勝 赤瀬麻衣子 浅田光 神崎ゆい 北
澤友梨枝他 〈3500円
14日1時／5時

サヌガヤ

22歳以下2500円〉 10日7時

他2時／7時開演 萬劇場
※9回【東京】

｢あくたもくた｣

11月10日㈬～14日㈰

脚本・演出＝サヌガヤ

出演＝サヌガヤ 〈3500円〉 13日2時／6時
時／4時

他2時／7時開演

劇団ノックステージ

14日1

下北沢・スターダスト
※10回【東京】

｢レイチェルの説明｣

脚本・演出＝加藤一浩

11月10日㈬～14日㈰

出演＝岡幸太 荻野栞 北澤響 宮地尚子 〈4500
円 学生2500円〉 11・13日1時／6時30分 14日1
時 他6時30分開演 恵比寿・エコー劇場
※7回【東京】

100点un・チョイス！ 「Who are you？｣

11月10日㈬～14日㈰

脚本・演出＝相馬あこ

出演＝小林亜実 松村優 村田寛奈 相澤瑠香 青
木隼他 〈S席7700円 A席6000円〉 12・13日1時
30分／6時30分 14日12時／4時 他6時30分開演
ザ・ポケット

※8回【東京】

ピンク・リバティ

｢とりわけ眺めの悪い部屋｣

11月10日㈬～14日㈰

脚本・演出＝山西竜矢
出演＝湯川ひな

長友郁真

大西礼芳

北村優衣

斎藤友香莉他 〈4200円〉 11・13日2時／7時
日1時／5時

他7時開演

浅草九劇

踊る演劇集団ムツキカっ!!
脚本・演出＝守富龍人
出演＝神睦高

本山由乃

14

※8回【東京】

｢たらちね｣
11月10日㈬～14日㈰
岡田静

室谷康博

松本

洋一他 〈4000円 24歳以下2800円 18歳以下1000
円 アーカイブ視聴配信 2800 円〉 10 日 7 時 30 分
13日1時30分／7時 14日1時30分 他2時30分／7
時30分開演 王子小劇場
※8回【東京】

Nana Produce 「ゼロ番区｣

ACファクトリー 「NEXT

蛇ノ目企画 「FANTASISTA｣
11月10日㈬～14日㈰
脚本＝西田大輔 演出＝橋本浩太朗
出演＝南武杏輔 青柳伽奈 近藤将司 込山功一
横川まどか他 〈5800円〉 14日2時30分／5時 他
1時30分／6時開演 シアターグリーン BOX in
BOX THEATER
※10回【東京】

STAGE THE WORKOUT 「熱海殺人事件 ザ・
ロンゲストスプリング」
11月10日㈬～14日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝逸見輝羊 今宮稜正
出演＝宮園博之 永瀬千裕 寧 須賀裕紀 宮迫誠
他 〈4000円 配信チケット2000円〉 13・14日12
時／3時／6時 他7時開演 本所松坂亭
※9回【東京】

株式会社エアースタジオ
（Air studio） ｢MOTH
ER マザー〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜｣
11月10日㈬～14日㈰
脚本・演出＝藤森一朗

TABACCHI

11月10日㈬～14日㈰
脚本＝松本匠 演出＝浜谷康幸
出演＝日暮玩具 依田啓嗣 大久保裕太 山本栄司
川﨑脩誠他 〈4500円〉 11日2時／7時 13日1時
／6時 14日1時／5時 他7時開演 サンモールス
タジオ
※8回【東京】

出演＝浅香唯 テキサス 中島佳継 横田健介 富
山健他 〈7300円 配信チケット4000円〉 12日1時
／6時30分 13日1時／6時 14日12時／4時 他6
時30分開演 THEATRE1010
※8回【東京】
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STAGE｣
11月10日㈬～14日㈰
脚本＝鳥福志恵 演出＝新上博巳
出演＝新上博巳 新田将司 菅野真紀 鰺坂万智子
永嶋美佐子他 〈6000円 ライブ配信2500円〉 13
日2時／7時 14日3時 他7時開演 シアターサン
モール
※6回【東京】

｢The Kitchen｣
11月10日㈬～15日㈪
脚本＝アーノルドウェスカー 演出＝戸田武臣
出演＝中田顕史郎 朝廣亮二 贈人 中西良介 鍛

治本大樹他 〈5000円 3500円〉 13・14日1時／6
時 15日1時 他7時開演 駅前劇場 ※8回【東京】
劇団癖者

｢私、めんどくさい｣

11月10日㈬～17日㈬
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脚本・演出＝下城麻菜
出演＝きゆう

野下真歩

イマダトム

永田紗茅

坂 本 憲 子 他 〈4000 円 〉 11・15・16 日 2 時 ／ 7 時
13・14 日 1 時 ／ 6 時
OFF OFFシアター

17 日 1 時 ／ 5 時

他7時開演
※14回【東京】

DOLL-COLORED POP 「TOKYO LIVING MO

脚本・演出＝斎藤美七海
出演＝長谷川聖

兵頭祐香

11月11日㈭～14日㈰
原田賢治

NOLOGUES｣
11月10日㈬～28日㈰
脚本・演出＝DOLL-COLORED POP

ガレキの太鼓

／6時

日高ボブ美他 〈3300円〉 11日7時

出 演 ＝ DOLL-COLORED POP 〈3500 円 学 生
2500円 配信チケット2000円〉 13・20・27日1時
30分

14・28日1時

他7時30分開演

16・19・23・26日2時／7時
18・24日休演

MATATU SHIN-OCHANOMIZU

STUDIO

※24回【東京】

藤田誠樹

小椋奈々他 〈4300円 学生3500円〉 11日6時 12
日1時／6時 13日12時／5時 14日11時／4時開演
愛知県芸術劇場・小ホール
※7回【愛知】
｢We can fly｣

脚本・演出＝舘そらみ
出演＝稲葉佳那子 奥田努
時

13日2時

11月11日㈭～14日㈰

貴瀬雄二

14日2時／6時開演

西田夏奈子

12日2時／7

SCOOL

※6回【東京】

アクターズワークスユニット 「アフタープレイ〜
ワークインプログレスで作品を育てる試み〜｣

イマノカゲキ（BlackRomanceFilms） ｢8人のお
かしな女たち｣
11月11日㈭～14日㈰

脚本＝ブライアン・フリール

伊藤和美

11月11日㈭～13日㈯
演出＝家田淳

上野

火山
出演＝小川友子 丹聡 室園丈裕 柚木佑美 〈2500
円〉 12日3時／7時 他12時／3時／7時開演 高円
寺K’sスタジオ
※8回【東京】
演劇企画イロトリドリノハナ ｢セイムタイム,ネク
ストイヤー｣
11月11日㈭～14日㈰
脚本＝セイムタイム,ネクストイヤー 演出＝十朱
加奈子 平野綾子
出演＝加藤大騎 平野綾子 鯨井智充 森下知香
〈4500円 22歳以下3500円〉 14日12時／5時 他2
時／7時開演 オメガ東京
※8回【東京】
MousePiece-ree

｢SWEET HOME 魂｣
11月11日㈭～14日㈰
脚本＝早川丈二 演出＝森崎正弘
出演＝森崎正弘 上田泰三 早川丈二 鈴木洋平
太田浩司他 〈4000円〉 11日7時 14日1時／5時
他2時／7時開演 in→dependent theatre 2nd
※7回【大阪】
（劇）
池田商会.企画瀧猫亭 「稲妻｣
11月11日㈭～14日㈰
脚本・演出＝瀧本雄壱
出演＝久保大輔 永井順也 矢野真由美 松本裕子

山 中 麻 美 他 〈2500 円 デ ィ レ イ 配 信 券 2000 円 〉
13日1時／6時 14日12時 他6時30分開演 ぽん
プラザホール
※5回【福岡】
劇団☆龍
（Dragon）
童子 「OBOROおぼろ｣

脚本・演出＝クワハラーノ・チュースキー

作曲＝

出演＝森川梢 松永衣吹 廣谷友紀子 加賀谷理帆
坂井桃香他 〈4000円 3000円〉 11日7時 12日2
時／7時 13日1時／6時 14日2時開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※6回【東京】
ベニバラ兎団 「STARGAZER｣
11月11日㈭～14日㈰
原案＝川尻恵太 脚本＝白鳥雄介 演出＝IZAMA
NIAX
出演＝他 〈8500円 7500円 6500円〉 13日1時／
6 時 14 日 12 時 ／ 4 時 他 6 時 30 分 開 演 六 行 会
ホール
※6回【東京】
座・れら 「おやすみ、母さん｣

11月11日㈭～14日㈰
脚本＝マーシャ・ノーマン 演出＝戸塚直人
出演＝竹江維子 小沼なつき 〈3000円 30歳以下
1500 円 中高生 500 円〉 11 日 3 時 12 日 7 時 30 分
他11時／3時開演 扇谷記念スタジオ・シアター
ZOO
※6回【北海道】
青年座スタジオ公演 「あるジョバンニとカムパネ
ルラの物語｣
11月11日㈭～15日㈪
脚本・演出＝大村未童
出演＝松田周 久留飛雄己 桜木信介 大竹華 大

地薫他 〈4500円 学生3500円〉 11日6時30分 15
日1時／5時 他1時／6時30分開演 シアター風姿
花伝
※9回【東京】
演劇女子部

｢図書館物語〜3つのブックマーク〜｣
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11月11日㈭～21日㈰

脚本＝太田善也

演出＝中島庸介

出演＝米村姫良々

石栗奏美

窪田七海

斉藤円香

北原もも他 〈6800円〉 13・14・20・21日11時／3
時／ 6 時 30 分 他 6 時 30 分開演 15 日休演 シア
ターグリーン BIG TREE THEATER

※18回【東京】

星の女子さん

｢富山家の人々とその他の独白｣

脚本・演出＝渡山博崇
出演＝二宮信也
加

11月11日㈭～28日㈰

すぎうらまこ

五紀結女

高木彩

平 手 さ や か 他 〈2500 円 25 歳 以 下 2000 円 〉

13・20・27 日 1 時／ 6 時 14・21・28 日 11 時／ 3 時
他7時30分開演 15～17・22～24日休演 円頓寺
Les Piliers
（レピリエ）
新派の子企画

｢新派な夕べ｣

台本・構成＝齋藤雅文

※18回【愛知】
11月12日㈮

出演＝水谷八重子 波乃久里子 伊藤みどり 高橋
よしこ 尾上墨雪他 〈4500円〉 5時開演 六行会
ホール
※2回【東京】
BLOCH PRESENTS ｢LONELY ACTOR PRO
JECT｣
11月12日㈮・13日㈯
脚本＝横須賀線 演出＝ジャン＝ミシェガワ・バキ
ヒサ 脚本・演出＝ハッピーポコロンパーク
出演＝大橋タフマン 小倉佑介 横山貴之 桐原直
幸他 〈2300円 24歳以下2000円 高校生以下1000
円 映像配信チケット1500円〉 12日7時 13日2時
／6時開演 演劇専用小劇場BLOCH
※3回【北海道】

お布団 ｢夜を治める者（ナイトドミナント）ワー
ク・イン・プログレス｣

脚本・演出＝得地弘基

11月12日㈮～14日㈰

出演＝宇都有里紗 大関愛 黒木龍世 谷川清夏
永瀬安美 〈2500円 25歳以下2000円 高校生・障
がい者1000円〉 12日7時 13日2時／7時 14日1
時／5時開演

アトリエ春風舎

※5回【東京】

アクティブハカタ 「ひだまりイレブン｣
脚本＝葉月けめこ
出演＝森千咲穂
紗

11月12日㈮～14日㈰
演出＝伊集院晃生

長谷野悠斗

砥山ゆうか他 〈2500円

大岩根伶心

佐倉未

高校生以下1500円〉

12日6時30分 13日2時／6時 14日11時／3時開演
ベイサイドライブホール BY ACTIVE HAKATA

※5回【福岡】

明治大学シェイクスピアプロジェクト 「ロミオと
ジュリエット｣

11月12日㈮～14日㈰

脚本＝シェイクスピア 演出＝宮西桃桜子
出演＝家入健都他 〈無料〉 12日5時30分 13日12
時／ 4 時 30 分 14 日 12 時／ 5 時開演 アカデミー
ホール（明治大学駿河台キャンパス） ※5回【東京】
劇団態変 「心と地―さ迷える愛・急｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝金滿里
出演＝金滿里 小泉ゆうすけ 下村雅哉 向井望
渡辺あやの他 〈3500円 22歳以下2500円 12歳以
下 1000円 障碍者・介助者 3000円〉 12日7時30
分 13日2時／6時30分 14日1時開演 AI・HALL
※4回【兵庫】

ThreeQuarter ｢半神｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本＝萩尾望都 野田秀樹 潤色＝清水みき枝 演
出＝並木一徳
出演＝岡島世里奈 竹原ぽんず 並木一徳 芝﨑柚
子 緑川ライム他 〈3000円〉 12日6時 13日11時
／2時30分／6時 14日12時／4時開演 中野スタ
ジオあくとれ
※6回【東京】

PUNKBANK×花柳まり草 「死者の書｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本＝折口信夫 演出＝秋草瑠衣子
出演＝花柳まり草 末冨真由 秋草瑠衣子 吉井盛
悟 Atoa.他 〈5500円〉 12日7時 13日2時／7時
14日2時／6時開演 √K Contemporary
※5回【東京】

WITHYOU ｢ジャズとハイボールとアップルパイ｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本＝西岡洋憲 演出＝すずきつかさ

TremendousCircus 「Femiking｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝田中円 演出＝知乃

出演＝シスコ 南衣舞 上杉潤 今野靖菜 伊藤麻
衣他 〈5000円 4000円〉 12日 2 時／ 7 時 13 日 1
時／6時 14日1時／5時開演 溝ノ口劇場
※6回【神奈川】
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出演＝知乃 en せとうあゆみ 当山楓花 田中
愛恵他 〈4500円 22歳以下4000円 小中高生3500
円〉 14日12時／4時 他2時／7時開演 ザムザ阿
佐谷
※6回【東京】
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きっとろんどん

｢史上最高最大の新作｣

脚本・演出＝井上悠介

11月12日㈮～14日㈰

出演＝リンノスケ 五十嵐みのり 小野洋子 木山
正大 遠藤洋平他 〈2000円〉 12日7時 13日2時
／7時 14日1時／6時開演 旧北海道四季劇場
「特
設ライブエールシアター」

※5回【北海道】

※当公演は下記にて公演有り。

▼12月28日㈯ 〈1000円〉 11時／2時開演
利晶の杜

※2回【大阪】

さかい

くロひげ ｢はじまりの星｣
11月13日㈯
脚本＝いけだとも実 演出＝コジママサコ
出演＝いけだとも実

甘井飴子

有吉宣人

北村美

演劇プロデュース『螺旋階段』 ｢小田原みなともの

岬 寺岡サヱ他 〈親子券3000円 小学生以上1000
円〉 11時／2時／4時30分開演 横浜市泉区民文化

脚本・演出＝緑慎一郎

▼11月14日㈰ 〈親子券3000円

がたり〜かまぼこ美味しい編〜｣
11月12日㈮～14日㈰
出演＝緑慎一郎

田代真佐美

露木幹也

水野琢磨

三春瑞樹他 〈3000円 高校生以下1000円 配信チ
ケット2000円〉 12日6時30分 13日1時／6時 14
日1時開演

小田原三の丸ホール・小ホール
※4回【神奈川】

製作委員会 「永遠とかではないのだけれど｣

11月12日㈮～14日㈰
脚本＝西山雅之 演出＝小谷陽子
出演＝秋山ゆきを 木村もえ 栗山英宜 小谷陽子
コハル他 〈4000円 配信チケット2500円〉 12日7
時 13日2時／6時 14日1時／5時開演 新宿シア
ター・ミラクル
※5回【東京】
蜂巣和紀単独コント公演 「蜂巣祭〜2021秋の陣〜｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本・演出＝蜂巣和紀
出演＝蜂巣和紀 菅野英樹 比嘉ニッコ 花梨 柳
瀬晴日他 〈4000円 2500円〉 14日12時／5時 他
1時／6時開演 ステージカフェ下北沢亭
※6回【東京】
劇団ヘロヘロQカムパニー ｢日替わり配信ドラマ
万歳！ゆめのコメディ演劇祭！〜芝居を招いて町お
こし｣
11月12日㈮～14日㈰
脚本＝小野真一 演出＝関智一 野坂実
出演＝関智一 長沢美樹 那珂村たかこ 置鮎龍太
郎 柗 本 和 子 他 〈3800 円 〉 12 日 7 時 21 日 1 時
他 1 時／ 7 時開演 15 ～ 18 日休演 こくみん共済
coop ホール／スペース・ゼロ
※10回【東京】
劇団プレイング

｢和菓子を食べた猫」｣

11月13日㈯
脚本・演出＝山本知史
出 演 ＝ 山 本 知 史 り ん 金 子 翔 真 閂 aya 他
〈1000円〉 11時30分／1時45分開演 さかい利晶の
杜
※2回【大阪】

センター・テアトルフォンテ
※当公演は下記にて公演有り。
円〉 11時／1時30分

※3回【神奈川】

小学生以上1000

戸塚区民文化センターさく

らプラザ ※2回【神奈川】
▼12月25日㈯・26日㈰ 〈親子券3000円

小学生以

鈴木トシアキプロデュースやまとことば

｢今から

上1000円〉 11時／1時30分／4時
ル ※6回【神奈川】

横浜関内ホー

職員集会をはじめます。｣
11月13日㈯
脚本・演出＝鈴木トシアキ
出演＝坂口彩他 〈2500円 高校生以下2000円〉 1
時／4時／7時開演 さいたま市産業文化センター
※3回【埼玉】
劇団ブリオッシュ 「悪ノ娘｣ 11月13日㈯・14日㈰
脚本＝紅空 演出＝神山一郎
出演＝劇団ブリオッシュ 〈2000円〉 13日1時／5
時30分 14日2時開演 カメリアホール
※3回【東京】
劇団ストロベリーフレーバー 「筋肉蕎麦屋の初恋
と密室｣
11月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝仲保樹
出演＝六道法介 みどり 花染あめり 鳴海遥真
新木光他 〈2000円 高校生以下無料〉 13日3時／
6時 14日11時／3時／6時開演 難波サザンシア
ター
※5回【大阪】
王様企画 「もやっぽい針の先｣
11月13日㈯・14日㈰
脚本＝ザビエル･ミサイル･ヒポポタマス 演出＝
菊地仁美
出演＝貂 今泉英朗 菊地仁美 枩山結実 七月と
も他 〈1500円〉 13日2時／6時
→dependent theatre 1st

14日1時開演 in
※3回【大阪】

劇団筑波小劇場 「BANK BANG! LESSON｣「 カ
フェ・ミッドナイト｣
11月13日㈯・14日㈰
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脚本＝高橋いさを
出演＝畠山栞那

演出＝杉田穂波

青山登和

大滝蒼天

劉嘉禹

貞

末深月他 〈無料〉 13日7時 14日10時／1時／2
時30分開演

筑波大学・筑波キャンパス
※4回【茨城】

アトリエッジ

｢流れる雲よ｣ 11月13日㈯・14日㈰

脚本・演出＝アトリエッジ
出 演 ＝ ア ト リ エ ッ ジ 〈6500 円
12時／5時開演

上土劇場

中 高 生 4000 円 〉
※4回【長野】

劇団M.M.C
（マルチミックスカンパニー） ｢マルセ
リーノ｣

11月13日㈯・14日㈰

脚本＝鈴木壮麻 演出＝天野まり
出演＝鹿志村篤臣 里見☆しのぶ

土屋トシヒデ

酒井勝 小宮山卓哉他 〈4500円〉 13日2時／6時
14日1時／5時開演 すみだパークシアター倉

※4回【東京】

烏丸ストロークロックと祭 「祝・祝日」
11月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝柳沼昭徳
出演＝澤雅展 坂田光平 小菅紘史 崎田ゆかり
柳泰葉 〈2500円 25歳以下1500円〉 5時開演 三
重県総合文化センター・フレンテみえ裏日本庭園
※2回【三重】
劇団エキサイティングドライブ 「たまドリ！〜た
まごがドリームを語り合ってみた〜｣
11月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝はしこ
出演＝岩井美佐子他 〈1500円〉 13日7時 14日1
時／5時開演 千種文化小劇場
※3回【愛知】
空降る飴玉社の灯点し頃シアター 「ここは野分前
夜、朱の麓｣
11月13日㈯・14日㈰
脚本・演出＝加藤薫
出演＝谷内一恵 サンシャ 多田祥太朗 音蔵乙葵
ナ ツ ミ ヨ シ ム ラ 〈1800 円 大 学 生 以 下 1500 円 〉
13日5時 14日1時開演 新宿眼科画廊
※2回【東京】
宮川サキ
編｣

｢宮川サキのキャラクター大図鑑 番外
11月13日㈯・14日㈰

脚本・演出＝宮川サキ
出演＝宮川サキ 〈2500円 22歳以下1500円〉 13
日7時 14日2時開演 津あけぼの座 ※2回【三重】
劇艶おとな団 「うちかび」
「６0年」
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脚本・演出＝劇艶おとな団

11月13日㈯・14日㈰

出演＝劇艶おとな団 〈3000円
14日1時／5時開演

2000円〉 13日8時

アトリエ銘苅ベース
※3回【沖縄】

虚仮華紙×劇団森 「3匹の少年A｣
脚本・演出＝石田志門

11月13日㈯・14日㈰
須藤瑠誠

出演＝青森むつ子 敦郎 飯田橋愛 樫村昇汰 コ
ウシロウオヤマ他 〈無料〉 13日12時30分／5時
14日12時開演

早稲田大学学生会館

※3回【東京】

劇団M’s-G 「剱心と献身｣
脚本・演出＝かんだ正樹

11月13日㈯～15日㈪

無名塾 「左の腕｣

11月13日㈯～28日㈰

出演＝吉村正範他 〈4500円〉 15日12時／5時 他
1時／6時開演 大阪市立芸術創造館 ※6回【大阪】

脚本＝松本清張 演出＝仲代達矢 岡山矢
出演＝仲代達矢 西山知佐 長森雅人 進藤健太郎
川村進他 〈8500円 高校生以下5500円〉 3時開演
17・22・25日休演 能登演劇堂
※13回【石川】

南極ゴジラ ｢ffaammiillyy????｣
11月14日㈰
脚本・演出＝南極ゴジラ
出演＝南極ゴジラ 〈2500円〉 12時30分／4時開演
高架下空き倉庫
※2回【東京】
座・大阪神戸市民劇場 「また逢う日まで」
11月14日㈰
脚本＝深山うぐいす 演出＝秋朔海
出演＝座・大阪神戸市民劇場 〈2500円 オンライ
ン配信チケット2000円〉 3時開演 神戸ポートオ
アシス
※1回【兵庫】
愛知大学文学部人文社会学科 現在文化コースメ
ディア芸術専攻8期生 吉野ゼミ・上田ゼミ ｢記憶
潜水 このまちに生きる人へ｣
11月14日㈰
脚本・演出＝ゼミ生
出演＝ゼミ生他 〈無料〉 11時／3時開演 穂の国
とよはし芸術劇場PLAT アートスペース
※2回【愛知】
株式会社 CHIMNEY TOWNミュージカル 「えん
とつ町のプペル」
11月14日㈰～28日㈰
脚本・演出＝西野亮廣 作曲＝Ko Tanaka
出演＝吉原光夫 笠井日向 岡幸二郎 知念里奈
藤森慎吾他 〈VIP席100000円 SS席8800円 S席
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7000円
時

A席5800円

B席3500円〉 14・20・27日5

17・23・25 日 2 時／ 7 時

他7時開演

東京キネマ倶楽部

21・28 日 12 時／ 5 時

※17回【東京】

藤原たまえプロデュース 「ME AND MY LITTLE
ASSHOLE｣

脚本・演出＝倉沢学

11月17日㈬～21日㈰

劇団鳥獣戯画 「三人でシェイクスピア」
11月15日㈪

出演＝阿達由香 奥田龍平 ジョニー高山 スイス
イ 常松花穂 西村優他 〈3800円〉 18日2時／7
時 20 日 1 時 ／ 5 時 21 日 1 時 他 7 時 開 演 シ ア

r 演出＝知念正文
出演＝赤星昇一郎

TOKYO PLAYERS COLLECTION

脚本＝essWinfield AdamLong andDanielSinge
石丸有里子

ちねんまさふみ

〈4000円 高校生以下2800円〉 7時開演 シアター
グリーン BASE THEATER
※1回【東京】
劇団BLUESTAXI 「優しい嘘｣
脚本・演出＝青田ひでき

11月16日㈫～21日㈰

出演＝笠井渚 矢吹凛 鈴木絵里加 三枝俊博 河
嶋健太他 〈5000円〉 20日2時／6時 21日12時／
4時

他7時開演

ザ・ポケット

※8回【東京】

三栄町LIVE×久我真悟 「どいつもこいつも｣
11月16日㈫～28日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE
出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 19・23・26日2時
20・27日2時／6時 21・28日1時／5時 他7時30
分開演 22日休演 三栄町LIVE STAGE
※16回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月2日㈭～5日㈰ 〈4500円〉 4日2時／6時 5
日1時／5時 他7時開演 in→dependent theat
re 1st ※6回
【大阪】
百景社 「誤解｣
11月17日㈬
脚本＝アルベール・カミュ 演出＝志賀亮史
出演＝鬼頭愛 山本晃子 大久保美智子 国末武
仲谷智邦他 〈3500円 18歳以下2000円〉 7時開演
つくばカピオホール
※1回【茨城】
吉野翼企画実験的ドラマトゥルギー 「バーサより
よろしく 改め、
｣
11月17日㈬・19日㈮
脚本＝テネシー・ウィリアムズ 演出＝吉野翼
出演＝葛たか喜代 生粋万鈴 竹内純 〈3800円
映像劇版2500円〉 7時開演 パフォーミングギャ
ラリー＆カフェ『絵空箱』
※2回【東京】
福井夏

｢福井夏ちょうだい。vol.1｣
11月17日㈬～19日㈮
脚本＝鳥皮ささみ 升味加耀 演出＝福井夏
出演＝福井夏 〈2000円〉 8時開演 レンタルス
ペース＋カフェ・兎亭
※3回【東京】

ター711

※7回【東京】

THIRTIES 2021｣
脚本・演出＝上野友之
出演＝榊菜津美

野木伶那

｢IN HER

11月17日㈬～21日㈰

三浦真由

有加他 〈4000円 20代割3500円
18 日 2 時 ／ 7 時 20 日 2 時 ／ 6 時
他7時開演 サンモールスタジオ

梢栄

都倉

10代割2500円〉

21 日 12 時 ／ 4 時
※8回【東京】

CorneliusCockBlue（s）「おくりもの｣
脚本＝西田彩夏

11月17日㈬～21日㈰

演出＝マスダヒロユキ

出演＝CorneliusCockBlue
（s）〈4000円 5000円〉
19日2時／7時 20日1時／6時 21日1時／5時 他
7時開演 阿佐ヶ谷アルシェ
※8回【東京】
劇団飛行船／映劇ライヴエンタテイメント ｢舞台
D.C.Ⅲ〜ダ・カーポⅢ〜君と旅する時の魔法｣
11月17日㈬～21日㈰
脚本＝たけうちこうた 演出＝市村啓二
出演＝新田恵海 佐々木未来 藤邑鈴香 髙橋麻里
石 丸 千 賀 他 〈SS 席 15000 円 S 席 12000 円 A 席
8000円〉 17日6時 20日1時／5時30分 21日12時
／5時 他2時／6時開演 ニッショーホール
※9回【東京】
演劇ユニットメイホリック

｢貘の皮を剥ぐ｣
11月17日㈬～21日㈰
脚本＝田島聖也 演出＝樹くるみ
出演＝演劇ユニットメイホリック 〈S席7500円 A
席6500円 5500円〉 17日7時 20日1時／6時 21
日12時／4時30分 他2時／7時開演 シアターグ
リーン BOX in BOX THEATER
※9回【東京】
劇団だるま座 ｢1/4の楽 1999―あるキャバレー
の唄―｣
11月17日㈬～21日㈰
脚本＝増澤ノゾム 演出＝剣持直明

出演＝剣持直明 榎本桜 古川奈苗 前野恵 渡辺
克己他 〈4500円 25歳以下3500円〉 17日6時 20
日1時／5時 21日1時 他1時／6時開演 小劇場
B1
※8回【東京】
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LIVEDOG 「Kiss Me You 〜がんばったシンプー

ne

脚本＝藤森一朗

上野裕子他 〈3800円〉 18・19・22・24～26・29

達へ〜｣

11月17日㈬～21日㈰

演出＝林明寛

出演＝南米仁 三好大貴 小早川俊輔 足立英昭
葉山昴他 〈7800円 学生4500円〉 17日7時 20日
1時／6時 21日12時／4時 他2時／7時開演 シ
アターサンモール

※9回【東京】

Daisy times produce
脚本・演出＝牧野純基
出演＝星璃

他 〈6000円

小菅怜衣

｢私がホームズなのに｣

11月17日㈬～21日㈰

網代将悟

5000円〉 19日7時

21日12時30分／4時30分
場

小林未往

夢月

20日1時／6時

他2時／7時開演 萬劇
※9回【東京】

出演＝木下咲希
日7時
ON

桂川太郎

他2時／7時開演

山口将也

久保山優

参宮橋TRANCE MISSI
※19回【東京】

劇団六風館 「無差別｣

11月18日㈭～20日㈯

脚本＝中屋敷法仁 演出＝中山自然
出演＝西澤翼 四ヶ所かりん 綾瀬ちい

林歩美

田中宏明他 〈無料カンパ制〉 20日11時30分
時30分開演 大阪大学（豊中キャンパス）

他5

※3回【大阪】

“STRAYDOG”

｢へなちょこビーナス｣
11月18日㈭～20日㈯

しみくれ 「リフォーム
【春】
【夏】
【秋】
【冬】｣

脚本＝高橋いさを
出演＝田中まほろ

脚本・演出＝清水康栄

円〉 20日12時 他7時開演 道頓堀ZAZA HOUSE

11月17日㈬～23日㈫

出演＝山川浩太郎 土矢兼久 髙谷恵倫 栄美津子
緒方夏生他 〈5000円〉 17日8時 23日12時30分
／3時／5時30分 他12時30分／3時／5時30分／8
時開演 バルスタジオ
※24回【東京】
エビスSTARバープロデュース ｢祝杯｣
11月17日㈬～25日㈭
脚本＝熊崎佑也 演出＝島田雅之
出演＝内山智絵他 〈2500円 配信公演チケット
2000 円 〉 17 日 7 時 22 日 7 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演
エビスSTARバー
※16回【東京】
team-DHA 「最後の一杯｣ 11月17日㈬～28日㈰
脚本・演出＝吉原秀幸
出演＝宮本弘佑 中神一保 佐藤聖羅 北村悠 黒
崎雅他 〈4000円〉 19・23・26日2時／7時 20・
21・27 日 1 時／ 6 時 28 日 1 時 他 7 時開演 シア
ターKASSAI
※18回【東京】

小田玲奈
森田陽大

水谷恵麻他 〈5000円

演出＝森岡利行
北本要世 森岡里世

4000円

高校生以下3000

※3回【大阪】

Reading Bitter 「満月の夜に｣
11月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝Reading Bitter
出演＝影浦由佳 赤松みなみ 千歳ゆず 中村優結
小坂ゆうき他 〈3000円 オンライン配信チケット
2000円〉 18日4時／7時 他1時／4時／7時開演
jagaimo劇場
※11回【東京】
中央大学第二演劇研究会 「恐怖！スタニスラフス
キー合宿2021｣
11月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝bbコウタロー
出演＝伊織 猪頭さゆり 伊藤瞭 川崎麻生 キム
ラリョータ他 〈500円〉 20日1時／6時 21日12
時30分／3時30分 他6時開演 シアターバビロン
の流れのほとりにて
※6回【東京】

脚本・演出＝堤泰之
出演＝鎌苅健太 土井一海 谷水力 佐倉花怜 瀬
尾タクヤ他 〈7000円〉 20・27日1時／5時 21・
23・28日1時 26日2時／7時 他7時開演 22日休

｢ココロノケモノ｣
11月18日㈭～21日㈰
脚本・演出＝奥田悟史 脚本＝沼田天音
出演＝幾世優里 伊藤貴史 小田島凜 鈴木美咲
沼田天音他 〈3800円 22歳以下3000円 小中高生
1000円 配信チケット2000円〉 21日3時 他1時
30分／6時開演 劇場MOMO
※7回【東京】

劇団やりたかった 「酒があってもなくても話しに
くいことがある｣
11月17日㈬～29日㈪
脚本＝かぐやまふたみち 演出＝YammerSunshi

SPPTテエイパーズハウス 「女心と関ケ原｣
11月18日㈭～21日㈰
脚本＝合歓葉口 演出＝山下裕士
出演＝帆之亟 石井卓真 栗原寛 おのまさし 小

エヌオーフォー No.4

演
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｢蜜蜂のクビレ｣
11月17日㈬～28日㈰

赤坂RED/THEATER

※14回【東京】

劇団ミックスドッグス
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林加奈他 〈4200円

学生3200円

信チケット 2000円〉 18日7時
2時／7時開演
TER

小人2200円

21日1時／5時

シアターグリーン

配

他

BASE THEA

※7回【東京】

第27班 「どうしよう 孤独だ 困ったな｣
脚本・演出＝深谷晃成
出演＝鈴木研 鈴木あかり

11月18日㈭～23日㈫

箸本のぞみ

大垣友

もりみさき他 〈4000円 25歳以下3000円 高校生
以下1000円〉 20・22日2時／7時 21日12時30分
／6時

23日12時30分／4時30分

子小劇場

ユーキース・エンタテインメント

他7時開演

王

※10回【東京】

｢五色ロケット

えんぴつ2021｣
11月18日㈭～23日㈫
脚本・演出＝ユーキース・エンタテインメント
出演＝ユーキース・エンタテインメント 〈4000円

配信3500円〉 20・21・23日12時／3時30分／7時
他7時30分開演

STUDIOユーキース
※12回【東京】

日本のラジオ ｢カナリヤ｣
11月18日㈭～23日㈫
脚本・演出＝屋代秀樹
出演＝安東信助 田中渚 沈ゆうこ 木内コギト
永田佑衣他 〈3500円 学生3000円〉 20・21日2時
／6時 22日3時／8時 23日2時 他8時開演 こ
まばアゴラ劇場
※9回【東京】
ちーちゃん短編をやろうよ 「切ない｣
11月18日㈭～26日㈮
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝笈川健太 金沢沙耶 布施勇弥 辻香音 四
木ひかり他 〈3500円〉 19・24・25日2時30分／7
時30分 20・21・23・26日2時30分／5時 他7時
30分開演 下北沢・スターダスト
※16回【東京】
舞台
「ROOKIES」
製作委員会

｢ROOKIES｣
11月18日㈭～28日㈰

脚本・演出＝伊勢直弘
出演＝根本正勝 宇野結也 縣豪紀 小西成弥 友
常勇気他 〈S 席 11000 円 A 席 8800 円〉 18 日 5 時
23日12時 他12時／5時開演 THEATRE1010
※10回【東京】
ネルケプランニング ｢RICE on STAGE『ラブ米』
〜Rice will come〜｣
11月18日㈭～28日㈰
脚本・演出＝村井雄
出演＝吉澤翼 永田聖一朗 高橋怜也 中三川歳輝

加藤健他 〈8800円〉 20・21・27・28日12時／5時
23日1時／7時

他7時開演

あ・うん♡ぐるーぷ
わか雨』
『天守物語』｣

クラブeX

※16回【東京】

｢美しすぎる時代劇短編集『に
11月19日㈮

脚本・演出＝さとうしょう

出演＝大竹一重 室たつき 真砂京之介 まるのめ
ぐみ 藤間秀曄他 〈4000円 アーカイブ録画配信
2500円〉 1時／6時開演

劇団武蔵野ハンバーグ
脚本・演出＝高橋一八

江戸東京博物館
※2回【東京】

｢餅に書いたラブレター｣

11月19日㈮～21日㈰

出演＝松下世界館 森本浩之 なみへい 古川はる
カクイ他 〈2500円〉 19日7時 他2時／6時開演
OFF OFFシアター

※5回【東京】

ユニークポイント 「アイアムアンエイリアン｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝山田裕幸
出演＝北見直子 古市裕貴 古澤光徳 ナギケイス
ケ ヤストミフルタ他 〈2500円〉 7時開演 白子
ノ劇場
※3回【静岡】
OrgofA ｢ひびそい｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝町田誠也
出 演 ＝ お ぐ り ま さ こ 他 〈3500 円 学 生 2000 円 〉
19日3時／8時 20日2時／7時 21日12時／5時開
演 生活支援型文化施設コンカリーニョ
※6回【北海道】
RUP ｢修羅雪姫｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本＝久保田創 演出＝岡村俊一
出演＝今泉佑唯 高橋龍輝 細貝圭 松村龍之介
大西桃香他 〈9500円〉 19日5時 他1時／5時開演
CBGKシブゲキ‼
※5回【東京】
劇団Tempa 「点を繋ぐ、空が白む」｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝原かおり 脚本＝木村聡
出演＝三上雄大 原かおり 久保幸路 油野昌子
遠藤大幹他 〈2500円〉 19日6時30分 20日1時30
分／6時30分 21日11時／4時開演
文化センター
劇団まげもん

広島市東区民
※5回【広島】

｢よいではないか24｣
11月19日㈮～21日㈰
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脚本・演出＝劇団まげもん

出演＝劇団まげもん 〈6000円〉 19日7時 20日2
時／6時

21日1時／5時開演

K.B.S.Project

ABCホール

※5回【大阪】

｢超青春合唱コメディ『SING!』｣

脚本・演出＝山口喬司
出演＝古家蘭 山川ひろみ

11月19日㈮～21日㈰

安藤優

江副貴紀

副

島和樹他 〈S席9000円 A席7000円〉 19日6時30
分 20 日 1 時／ 6 時 30 分 21 日 1 時開演 AiiA 2.5
Theater Kobe

※4回【兵庫】

劇団ウィステリウム 「禍福の印｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本＝kohana 演出＝小泉憂斗
出演＝大城雪姫 志波謙 橘風奈乃
野圭祐他 〈2000円
時／6時開演

鳥居香里

3500円〉 21日1時／5時

北池袋・新生館シアター

浜

他2

※6回【東京】

なにわニコルソンズ 「極楽プリズン｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝木下半太
出演＝荒井あづみ 新井聖美 井筒佳苗 伊舞なお
み 奥村彩花他 〈4000円〉 19日7時 20日11時／
3 時 ／ 7 時 21 日 12 時 ／ 4 時 開 演 神 戸 三 宮 シ ア
ター・エートー
※6回【兵庫】
明治大学演劇研究部 「ネクロマンス・シアター｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝高木翔
出演＝大崎由莉 北村夏未 笹岡駿介 芝原れいち
下平大暉他 〈無料カンパ制〉 19日6時 20日1時
／6時 21日12時／4時開演 アートスタジオ（明治
大学猿楽町第2校舎1F）
※5回【東京】
あかなし×劇団てあとろ 「英雄｣
11月19日㈮～21日㈰
脚本・演出＝笹倉良太
出演＝奥山ちひろ 笹倉良太 高富こん 田中陽太
元木真珠 〈フリーカンパ制〉 19日5時 20日12時
30分／5時 21日12時開演 早稲田大学学生会館
B202
※4回【東京】
虚空旅団 ｢落選の神様｣
11月19日㈮～22日㈪
脚本・演出＝高橋恵
出演＝浅雛拓 石原正一 江本真里子 是常祐美
瀬古なおき他 〈3300円 配信2000円〉 19日7時30
484

分

20日2時／6時

他2時開演

AI・HALL

※5回【兵庫】

TRASHMASTERS 「ガラクタ｣
11月19日㈮～28日㈰
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝星野卓誠

倉貫匡弘

森下庸之

長谷川景

みやなおこ他 〈5000 円 25歳以下2500円
チ ケ ッ ト 3000 円 〉 20・21・23・28 日 1 時
24・26 日 2 時 ／ 7 時
駅前劇場

27 日 1 時 ／ 6 時

配信
22・

他7時開演
※14回【東京】

劇団未来 「雉はじめて鳴く｣ 11月19日㈮～28日㈰
脚本＝横山拓也 演出＝しまよしみち
出演＝金澤百合子 三原和枝 前田都貴子

肉戸恵

美 池田佳菜子他 〈3500 円 70 歳以上・大学生
3000円 中高生2500円 配信公演2500円〉 20・
21・27・28日11時／3時
ワークスタジオ

他3時／7時開演

未来

※12回【大阪】

劇団三日月座 「天邪鬼｣
11月19日㈮～28日㈰
脚本＝中屋敷法仁 演出＝佐野晃基
出演＝劇団三日月座 〈無料カンパ制〉 7時開演
22日休演 横浜国立大学第一食堂裏
※9回【神奈川】
アル☆カンパニー・ラボ 「POPPY!!!｣
11月19日㈮～28日㈰
脚本・演出＝野田慈伸
出演＝町田水城 徳橋みのり 平田満 井上加奈子
青山祥子他 〈4000円 24歳以下2000円 高校生以
下1000円〉 20・21・23・25・28日1時 24・27日
時／6時30分 他6時30分開演 雑遊
※12回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月4日㈯・5日㈰ 〈3000円 25歳以下1700円
高校生以下1000円〉 2時30分開演 穂の国とよは
し芸術劇場PLAT アートスペース ※2回【愛知】
イレブンナイン

｢ひかりごけ｣
11月19日㈮～28日㈰
脚本・演出＝納谷真大
出演＝斎藤歩 泉陽二 菊地颯平 納谷真大
〈4000円 学生2800円 高校生以下1000円〉 20・

21・23・26・28日2時 24・27日2時／7時 他7時
開演 扇谷記念スタジオ・シアターZOO
※12回【北海道】
SUGARBOY 「ゴールドマウンテン｣
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11月19日㈮～12月5日㈰

脚本・演出＝川尻恵太
出演＝松本岳

井上小百合

小山百代

宮下雄也

新井郁他 〈6000円〉 20・21・23・27・28・4日12
時／5時 25・2日1時／6時 5日1時 他6時開演
22・29日休演 新宿シアタートップス

※23回（16回／7回）
【東京】

清典自主公演 「天晴―アッパレ―｣
脚本・演出＝清典
出演＝清典 小林嵩平

山本裕一

11月20日㈯
田中征一郎

中

聡 一 朗 他 〈4500 円 〉 11 時 ／ 2 時 30 分 ／ 6 時 開 演
世界館

※3回【大阪】

劇団うりんこ 「わたしとわたし、ぼくとぼく｣
脚本・演出＝関根信一
出演＝児玉しし丸
江

11月20日㈯

小原ひろみ

長谷川南他 〈3500円

30分／4時30分開演

牧野和彦

藤本伸

15歳以下3000円〉 1時

うりんこ劇場

※2回【愛知】

劇団エレガント 「銀河鉄道の夜」
11月20日㈯
脚本・演出＝劇団エレガント
出演＝あおい 近江愛 東雲奏多 八八八 本多智
大他 〈4000円 学生3000円〉 1時／7時開演 ぽ
んプラザホール
※2回【福岡】
M・G・H／ニッポン放送 ｢ALTAR BOYZ SPE
CIAL 2021｣
11月20日㈯・21日㈰
脚本＝ケビン・デル・アギラ 演出＝玉野和紀
出演＝東山義久 植木豪 良知真次 廣瀬真平 大
山真志他 〈10000円〉 20日2時／6時 21日12時
30分／4時30分開演 日本青年館ホール
※4回【東京】
ゴマに ｢世紀末演劇祭｣
11月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝本澤貴史
出演＝本澤貴史 髙橋永人 〈2000円 学生1500
円〉 20日5時 21日1時30分／5時開演 演劇専用
小劇場BLOCH
※3回【北海道】
甲南大学文化会演劇部甲南一座 「冬のキリギリス
たちへ｣
11月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝甲南大学文化会演劇部甲南一座

出演＝甲南大学文化会演劇部甲南一座 〈無料〉 20
日11時／4時 21日1時開演 イカロスの森
※3回【兵庫】
ブルーエゴナク

｢クラブナイト〜蟹は夜、きみを

たすけにくる〜｣

脚本・演出＝穴迫信一
出演＝テンテンコ

11月20日㈯・21日㈰
大竹直

MIKItheFLOPPY

〈2500円 学生2000円〉 2時開演
アイアンシアター
劇団つかのま

｢はなげ｣

脚本＝兵藤るり
出演＝岩周理紗

枝光本町商店街
※2回【福岡】

11月20日㈯・21日㈰

演出＝大谷海仁
えづれ ハコダレイケン

三ツ町

茉綾 山邉壮真 〈2000円〉 20日12時／3時／6時
21日1時／4時開演 STスポット
※5回【神奈川】
ジャグリング・ユニット・フラトレス
ぐ｣
脚本・演出＝宮田直人

｢線がつな

11月20日㈯・21日㈰
橋本昌也

出演＝宮田直人 橋本昌也 黒川智紀 安東利香
稲垣愛弓他 〈4000円 学生3500円〉 20日6時 21
日1時／4時30分開演

大阪市立芸術創造館

※3回【大阪】

“STRAYDOG”

｢幸せになるために｣
11月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝“STRAYDOG”
出演＝“STRAYDOG” 〈5500円 高校生以下3000
円〉 20日4時／7時 21日12時／4時開演 道頓堀
ZAZA HOUSE
※4回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月24日㈬～28日㈰ 〈5500円 高校生以下3000
円〉 26・27日2時／6時 28日12時／4時 他6時
開演 シアターグリーン BOX in BOX THEATE
R ※8回【東京】
イチニノ 「そっと左手を添えてお釣りをくれるか
わいいコンビニ店員野沢菜菜さんとの秘密の出来
事・in・ブルー」
11月20日㈯・21日㈰
脚本・演出＝前島宏一郎
出演＝梅木彩羽 森裕嗣 人見由希 荒木みなみ
〈3000円 25歳以下2000円〉 20日6時 21日1時／
3時30分時開演 百景社アトリエ
※2回【茨城】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月11日㈯・12日㈰ 〈3000円 25歳以下2000
円〉 11日6時 12日1時／3時30分開演 小劇場 楽
園 ※3回【東京】
Theater Project Koa 「贋作 罪と罰｣
11月20日㈯・21日㈰
脚本＝野田秀樹 演出＝森健太郎
出演＝樋口みどりこ 水森依音 南ななこ 清家麻
里奈 岩本佳穏他 〈4500円〉 20日3時／7時 21
485
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YES THEATER

日1時／5時開演

※4回【大阪】

ドライブイン札比内 「コレはソレ。｣

11月20日㈯～22日㈪
脚本・演出＝ジェイク椿
出演＝楠本楓心 ジェイク椿 〈1500円 配信1200
円〉 20日4時

21日1時30分／4時 22日7時開演

レンタルスペース＋カフェ・兎亭

※4回【東京】

雪女とランタン 「渡る夜 河べりに歌｣
11月20日㈯～23日㈫
脚本・演出＝斜あゐり
出演＝稲森誠

岩切志穂

江戸ハレ

織田拓己

慶

雲他 〈3000円 高校生以下2000円〉 22日7時30分
他2時／6時開演 シアターOM
※7回【大阪】
演劇企画JOKO 「日本の陰影

（KANADE）
・舞
（MAI）
｣
脚本＝小松原宏太

語（KATARI）・奏

11月20日㈯～23日㈫

演出＝村田元史

出演＝久保田民絵 金子由之 佐藤しのぶ 三代目
藤間紫 望月左太寿郎他 〈5500円 25歳以下2500
円 18歳以下2000円〉 20日6時 23日2時 他2時
／6時開演 みらい館大明アリーナ
※6回【東京】
ボーイズドレッシング 「後だしの愛だし｣
11月20日㈯～23日㈫
脚本・演出＝ベロ・シモンズ
出演＝榊原明徳 佐藤玲香 芦澤志帆子 才川ゐず
季 野崎航輝他 〈2000円 学生・22歳以下1500
円〉 20日7時 21日2時／6時 23日2時開演 22
日休演 盛岡劇場・タウンホール
※4回【岩手】
ミュージカル 「あいと地球と競売人｣
11月20日㈯～23日㈫
脚本＝東龍男 演出＝和田史郎 作曲＝平𠮷𠮷𠮷𠮷
出演＝島根県民 〈3000円 子ども2500円〉 11時
／3時30分開演 メテオプラザ
※6回【島根】
gekidanU 「天空家族」
「かどをまるめる」
11月20日㈯～23日㈫
脚本・演出＝遠藤遊 ヒガシナオキ
出演＝石川久美子 清水建志 藤上絵里 森下凜央
秋吉アスカ他 〈2500円〉 12時／2時／4時／6時開
演 アトリエ5-25-６
※16回【東京】
関西演劇祭

｢関西演劇祭2021｣
11月20日㈯～28日㈰
脚本・演出＝青沼リョウスケ他
出演＝青沼リョウスケ 福冨宝 岸本武享 ムトコ
486

ウヨウ

玉 一 祐 樹 美 他 〈3500 円

21・27日10時30分／2時／5時30分
他2時／7時30分開演

25日休演

PARK OSAKA・SSホール

24日5時30分

COOL JAPAN

SPAC・静岡県舞台芸術センター
いと老婆｣

学 生 2500 円 〉

※15回【大阪】

｢びしょくすき

11月20日㈯～28日㈰

脚本＝山田裕幸 演出＝石井萠水
出演＝春日井一平 ながいさやこ

本多麻紀

三島

景太 山崎晧司 〈1000円〉 10開演 22～26日休
演 舞台芸術公園・野外劇場「有度」 ※4回【静岡】
京浜協同劇団 「濯ぎ川」
「高瀬舟」
脚本・演出＝京浜協同劇団

11月20日㈯～28日㈰

出演＝京浜協同劇団 〈2500円〉 11時／3時開演
スペース京浜
※10回【神奈川】
毛皮族

｢Gardenでは目を閉じて｣

11月20日㈯～28日㈰
脚本・演出＝江本純子
出演＝原口洋平 金子清文 遠藤留奈 小林麻子
間瀬奈都美他 〈4000円〉 21・26・27日2時／7時
23・24日2時 28日3時 他7時開演 ザ・スズナリ
※11回【東京】
Ukiyo Hotel Bar

｢Ukiyo Hotel Bar｣
11月21日㈰
脚本＝河田唱子 演出＝三井田明日香
出演＝青山梨恋 阿久津千尋 大西碧 小川希 小
林実加他 〈3500円〉 2時／6時開演 クリフサイ
ド
※2回【神奈川】
井上芳雄と劇団ぼるぼっちょ公演 ひとりぼっちょ
音声劇 「クンセルポーム・クンセル塔の娘｣
11月21日㈰
脚本・演出＝安倍康律 作曲＝杉田未央
出演＝井上芳雄 〈2750円〉 5時開演 浅草九劇
※1回【東京】
サヨナランドリー×かなづちスイマー 「ネバーエ
ンド｣
11月21日㈰～23日㈫
脚本・演出＝だーまえ
出演＝愛里 野田春香 〈3500円〉 23日2時 他2
時／6時開演

アルネ543

※5回【東京】

愛知県芸術劇場 ｢ねー｣
11月21日㈰～23日㈫
脚本＝小野晃太朗 演出＝今井朋彦
出演＝猪股俊明 内田淳子 小林風花 石倉来輝
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今榮敬子他 〈3000円
／6時30分
ル

25歳以下1000円〉 22日1時

他3時開演

愛知県芸術劇場・小ホー

※4回【愛知】

劇団天文座 「テイクアウト！ボーイミーツガー
ル！｣
11月21日㈰～12月5日㈰
脚本・演出＝森本聡生

出演＝辻合直澄 山﨑直斗 椿 糸口ひかり 喜多
健介他 〈1000円〉 11時／2時／5時開演 22・24
～27・29～4日休演

劇団天文座アトリエ
※12回（9回／3回）
【大阪】

crime=calme 「夜行万葉録・辰｣
脚本・演出＝浅野泰徳

11月23日㈫～28日㈰

出演＝三宅朝子 高松千晴 三木美澄 白岩明里
尾野綾美他 〈6800円〉 23日7時 27日12時／7時
28日1時／5時

ファーレ東新宿

他2時／7時開演

アトリエファン

※11回【東京】

FREE
（S） ｢fairy tale

絆―KIZUNA―｣
11月23日㈫～28日㈰
脚本＝若尾桂子 演出＝下出丞一
出演＝若尾桂子 久保雅樹 肥田強志 シスコ 橋
本知加子他 〈7000円 4500円 ライブ配信3500
円 〉 24 ～ 26 日 7 時 28 日 2 時 他 2 時 ／ 6 時 開 演
ウッディシアター中目黒
※8回【東京】
グワィニャオン 「マツバラQ｣
11月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝西村太佑
出演＝西村太佑 渡辺利江子 平塚純子 尾形雅宏
熊木拓矢他 〈6000円 配信公演2000円〉 24日7時
28 日 12 時 ／ 4 時 他 2 時 ／ 7 時 開 演 シ ア タ ー グ
リーン BIG TREE THEATER
※9回【東京】
下北澤姉妹社 ｢月の記憶｣
11月24日㈬～28日㈰
脚本＝三井快 演出＝西山水木
出演＝明樹由佳 松岡洋子 本多真弓 内谷正文
小林大輔他 〈4500円 配信2000円〉 25・27日2時
／7時 28日2時 他7時開演 シアター711
※7回【東京】
TEAM海賊

｢SC〜肖像の残滓｣

11月24日㈬～28日㈰
脚本＝宇野正玖 演出＝山下諒
出演＝赤坂茉莉華 蓬田みう 浅香のん 黒田大輔
佐藤裕俊他 〈4000円〉 27・28日12時／4時 他2
時／6時30分開演 北池袋・新生館シアター

※10回【東京】
ガラ劇 「ガラカム｣

11月24日㈬～28日㈰

脚本・演出＝ガラ林 政木コヲタ
出演＝入来悠大 岩澤繭 加島晴 杉本大輔 高橋
朋伽他 〈3000円〉 26日12時30分／3時／5時30分
／8時

時開演

28日12時／2時30分／5時
ウエストエンドスタジオ

他1時／4時／7

※16回【東京】

劇団東京ミルクホール 「ヤング内閣、戦争を止め
る！｣
11月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝佐野バビ市
出演＝佐野バビ市

J.K.Goodman

小野寺崇

新

城侑樹 宇佐見聡之他 〈4000円〉 26・27日2時／
7時 28日1時／5時 他7時開演 シアターグリー
ン

BASE THEATER

※8回【東京】

演劇集団ザ・ブロードキャストショウ
ラウンドザワールド｣

｢マネーア

11月24日㈬～28日㈰

脚本＝田中守幸 演出＝鈴木健之亮
出演＝入木将志 吉田隆生 田中公耶 吉田恭平
政宗薫他 〈5000円 学生4000円〉 26日3時／7時
27日1時／5時 28日11時／3時 他7時開演 SPA
CE9
※8回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 12 月 21 日㈫～ 26 日㈰ 〈4000 円 学生 3000 円〉
24日3時／7時 25日11時／3時／7時 26日11時／
3時 他7時開演 SPACE9 ※10回【大阪】
トキヲイキル 「雨夜の星屑｣ 11月24日㈬～28日㈰
脚本＝エダカヨ 演出＝柏原収史
出演＝宮崎理奈 原直子 岸田麻佑 岩本琴音
chelu他 〈S席5000円 A席4500円〉 24日7時 27
日1時／6時 28日12時／4時30分 他2時／7時開
演 ぽんプラザホール
※9回【福岡】
劇団イナダ組 ｢あいかた｣
11月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝イナダ
出演＝江田由紀浩 小林エレキ 小山めぐみ 百餅
〈4000 円 〉 27・28 日 1 時 ／ 5 時 他 7 時 30 分 開 演
演劇専用小劇場BLOCH
※7回【北海道】
ドラマデザイン社

｢少女夢幻論Ⅱ｣
11月24日㈬～28日㈰

脚本＝富安美尋 演出＝山本和夫
出演＝柿木風花 朝日奈芙季 藤江萌 雨坪夏実
飯塚悦子 小林可奈他 〈4500円 高校生以下4000
円〉 27日12時／3時30分／7時 28日12時／3時30
分 他7時開演 サンモールスタジオ ※8回【東京】
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Dr. Holiday Laboratory ｢うららかとルポル

劇団「地蔵中毒」「立ち漕ぎマリリン・モンロー｣

脚本＝山本浩貴

脚本・演出＝大谷皿屋敷

タージュ｣

11月24日㈬～28日㈰

演出＝山本伊等

出演＝菊地敦子 油井文寧 佐藤駿 ロビン・マナ
バット 田中優笑 〈3500円〉 25日2時／6時30分
27・28日1時／6時 他6時30分開演 北千住BUoY

※8回【東京】

東京舞台製作株式会社

｢ひょんひょん

ひょんな

11月25日㈭～28日㈰

出演＝大谷皿屋敷 かませけんた 三葉虫マーチ
東 野 良 平 hocoten 他 〈4000 円 配 信 2000 円 〉
28日2時／6時 他3時／7時30分開演 ユーロライ
ブ

※8回【東京】

INDEPENDENT

｢INDEPENDENT:21｣

ことの
『ひょん』って何スか｣ 11月24日㈬～28日㈰
脚本＝ガクカワサキ 演出＝安藤亮司

脚本＝ごまのはえ

11月25日㈭～28日㈰
合田団地他 演出＝サリngRO

松波優輝他 〈9000円〉 24日7時

出演＝χ梨ライヒ

川久保晴

出演＝植田慎一郎
28日12時／4時
モール

橘りょう

上遠野太洸

他2時／7時開演

佐藤匠

27日1時／6時

シアターサン
※9回【東京】

※当公演は下記にて公演有り。
▼12月10日㈮～12日㈰ 〈9000円〉 10日2時／7時
11日1時／6時 12日1時開演 ABCホール
回
【大阪】

※5

メロトゲニ 「伍愛の薫香
（ごあいのくんこう）｣
11月24日㈬～28日㈰
脚本・演出＝村田こけし
出演＝原彩弓 まちだまちこ めんたいこ 本折最
強さとし 安田ユーシ他 〈4500円〉 26・27日2時
／7時 28日1時／5時 他7時開演 「劇」小劇場
※8回【東京】
melt//Planet

｢デバッグログ｣
11月24日㈬～29日㈪
脚本・演出＝melt//Planet
出演＝三上俊他 〈6500円〉 24日7時 27・28日1
時／6時 29日3時 他2時／7時開演 ザ・ポケッ
ト
※10回【東京】
森プロ ｢この事件を報道する機関を日に一社ずつ
減らしてください｣
11月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝森山智仁
出演＝金子伸哉 木田しおん 坂本ヤマト 柴田塔
舘 花 美 砂 他 〈4500 円 ア ー カ イ ブ 配 信 3000 円 〉
25日7時30分 26日7時 27日2時／6時 28日1時
／5時開演 萬劇場
※6回【東京】
戦国のワルキューレ制作委員会 ｢戦国のワルキュー

レ｣
11月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝中神謙一
出演＝孔紫葉他 〈4200円 学生2900円〉 27日3時
／7時 28日1時／5時 他2時30分／7時開演 一
心寺シアター倶楽
※8回【大阪】
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CK

チャーハン・ラモーン他

澤田誠

藤原瑞基

明 逸 人 他 〈3500 円 〉 27 日 1 時 ／ 3 時 30 分 ／ 6 時
28日11時／1時30分／4時 他6時／8時開演 in→
dependent theatre 2nd

※10回【大阪】

Macプロデュースvol.3 翠座×Utaco. 「そこは〇
〇で！」

11月25日㈭～28日㈰

脚本・演出＝知江崎ハルカ
出演＝知江崎ハルカ 阿部晃大 別府理彩 佐藤美
佐子 多賀啓史他 〈4500円 学生3500円〉 25日6
時30分 26日2時30分／6時30分 27日2時30分／
6時 28日12時30分／4時開演 小劇場メルシアー
ク神楽坂
※7回【東京】
あ

しゅ

ら

か

でん

中村劇場 ｢讀み芝居〜赤江瀑の世界〜阿修羅花伝 ｣
11月25日㈭～28日㈰
脚本＝赤江瀑 演出＝中村義裕
出演＝佐野圭亮 相澤一成 持丸加賀 金光柊太郎
内田靖子他 〈3500円〉 27日2時／6時 28日2時
他6時開演 OFF OFFシアター
※5回【東京】
TEAM花時。「O-mi-AI喫茶｣
11月25日㈭～28日㈰
脚本・演出＝藤原新太
出演＝金本洪太 川崎清美 藤田光 大澤良 谷房
歩美他 〈4300円〉 27日1時／5時 28日12時／4
時 他2時／6時30分開演 武蔵野芸能劇場・小劇
場
※8回【東京】
くらやみダンス 「くらやみダンスの宝島｣
11月25日㈭～30日㈫
脚本・演出＝岡本セキユ 脚本＝神山慎太郎
出演＝神山慎太郎 黒澤風太 小川結子 平川千晶
吉田裕太他 〈3500円 25歳以下3000円〉 27～29
日2時／7時30分 30日2時 他7時30分開演 スタ
ジオ空洞
※9回【東京】
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2223project

劇団晴天
「曇天短編集vol.3

止むのは知ってます”｣

“雨が

11月25日㈭～12月5日㈰

脚本・演出＝大石晟雄

出演＝荒木広輔 白石花子 近藤陽子 佐藤沙紀
角田悠他 〈4000円 配信チケット2500円〉 27・
28・30日1時／6時 3日1時 4・5日11時／3時30
分

他6時開演

1日休演

good morning N°5
もなき君へ｣

※15回（9回／6回）
【東京】

｢異常以上ゴミ未満、又は名
11月25日㈭～12月12日㈰

脚本・演出＝澤田育子
出演＝市川しんぺー

上野ストアハウス

澤田育子

千代田信一

野口

かおる 原嶋元久他 〈4500円〉 27・29・2・4・
6・9・11 日 2 時 ／ 7 時 28・5・8 日 2 時 12 日 1 時
他7時開演

30・7日休演

小劇場B1
※23回（7回／16回）
【東京】

黒木あるじ×漢劇WARRIORS 「〜あるじかんげき

Gong 2021〜トリプティク｣ 11月26日㈮・27日㈯
脚本＝黒木あるじ 演出＝佐藤紀美
出演＝佐藤陽介 青野耕平 木村享平 青柳亮兵
伊藤航洋他 〈2000円 高校生以下無料〉 26日7時
27日2時開演 山形市中央公民館
※2回【山形】
チャラン・ポ・ランタン＆to R mansion ｢音楽
劇
『青い鳥と赤い猫』
｣
11月26日㈮・27日㈯
脚本・演出＝上ノ空はなび
出演＝チャラン・ポ・ランタン toRmansion 〈3500
円 2800円〉 26日7時 27日1時／5時開演 サン
ポートホール高松
※3回【香川】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月22日㈬～30日㈭ 〈4800円 高校生以下2500
円〉 25・26日1時／5時 29日2時／6時 30日1時
他7時開演 24・28日休演 LUMINE 0 ※10回
【東京】
渋谷ニコルソンズ

｢クレイジーレイン｣
11月26日㈮・27日㈯
脚本・演出＝木下半太
出演＝西郷豊 保土田充 立山誉 白石拓也 〈5000
円〉 26日7時 27日2時／6時開演 EVANS CAST
LE HALL
※3回【奈良】
イベント企画OZ 「JOOOKE&はじめまして｣
11月26日㈮・27日㈯
脚本・演出＝桐山瑛裕
出演＝白澤千穂 須藤大智 飛山竜太 桐山瑛裕
〈無料カンパ制〉 26日7時30分 27日3時／7時30

分開演

よしもと沖縄花月

※3回【沖縄】

髙山植物園 「あなたがわたしを忘れた頃に｣
脚本・演出＝髙山さなえ
出演＝草光純太 端田新菜
歳以下1500円〉 26日7時

11月26日㈮・27日㈯

加賀凪 〈2500円

27日1時／6時開演

つもと市民芸術館シアターパーク
伊沢勉の会

25

ま

※3回【長野】

｢まーくんのランドセル｣
11月26日㈮・27日㈯

脚本・演出＝伊沢勉
出演＝堀優子

山下ゆり

寺田美香

伊藤順一

川

瀬幸恵他 〈4000円 学生3000円 配信チケット
2500円〉 26日7時 27日11時／3時開演 愛知県
芸術劇場・小ホール

※3回【愛知】

チャリティー演劇《パヤタス》 ｢サンパギータ咲く
山の童話〜『パヤタスに降る星』より〜｣

11月26日㈮～28日㈰
脚本・演出＝貞岡秀司
出演＝吉元祐典 彩乃若永 池田萌美 石川航太郎
泉田祐大他 〈3800円 高校生以下3000円 配信チ
ケット3800円〉 26日6時30分 27日1時／5時30分
28日12時／4時開演 SYDホール
※5回【東京】
グルポ・デ・マロ

｢七転八起っ!!｣
11月26日㈮～28日㈰
脚本＝S・K・R 演出＝長井彼方
出演＝飯島順子 田中麻香 佐々木麻帆 村上博紀
小野真也他 〈3000円 高校生2500円 小中学生
2000円〉 28日1時／5時30分 他2時／6時30分開
演 in→dependent theatre 1st ※6回【大阪】
演劇ユニットRe-birth

｢夜半、涔々と。｣
11月26日㈮～28日㈰

脚本・演出＝辰巳寿一郎
出演＝笹木奈美 カズ・ニケルソン ヨシオカハル
カ 浴聖太 〈3000円〉 26日7時 27日2時／7時
28日12時／5時開演 ステージカフェ下北沢亭
※5回【東京】
HumanMarket 「Family〜SHOT BAR RHAP
SODY〜｣
11月26日㈮～29日㈪

脚本＝菅野臣太朗 演出＝船戸慎士
出演＝村手龍太 山藤貴子 本倉さつき 朝廣亮二
金澤洋之他 〈5000円〉 27日7時 29日2時 他1
時／6時開演 パフォーミングギャラリー＆カフェ
『絵空箱』
※6回【東京】
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ゼータクチク&ACTACTION by TEAM HANDY

劇団竜人世界 「アテンション｣

脚本・演出＝贅沢地区

脚本・演出＝栗山拓

｢贅沢地区狂詩曲｣

11月26日㈮～30日㈫

出演＝今國雅彦 稲葉俊一 草彅智文 亀山ゆうみ
〈3000円〉 26日7時 28日2時 他2時／6時30分開
演 新宿眼科画廊
※8回【東京】
エビスSTARバープロデュース ｢MYSTIFISM―
七不思議―｣
11月26日㈮～30日㈫
脚本・演出＝佐藤信也
出演＝片岡文他 〈3000円〉 27日11時／3時／7時
28日12時／5時
スSTARバー

30日2時／7時

他7時開演

エビ

※9回【東京】

U-33project 「嫉妬深子の嫉妬深い日々｣
脚本・演出＝結城ケン三
出演＝五十嵐香純

11月26日㈮～30日㈫

鹿角東子

小泉日向他 〈3500円

神原晶

小泉愛美香

高校生以下1000円

ケット1800円〉 30日3時
小劇場

配信チ

他1時／6時開演 王子
※9回【東京】

うさぎストライプ

｢みんなしねばいいのにⅡ｣
11月26日㈮～12月7日㈫
脚本・演出＝大池容子
出演＝清水緑 幡美優 あやかんぬ 伊藤毅 小瀧
万梨子他 〈3500 円 25 歳以下 2500 円 18 歳以下
500円〉 27日6時 28・4日2時／6時 5日2時 7
日3時 他7時30分開演 1日休演 こまばアゴラ劇
場
※13回（6回／7回）
【東京】
劇団桟敷童子 「飛ぶ太陽｣

11月26日㈮～12月8日㈮
脚本＝サジキドウジ 演出＝東憲司
出演＝板垣桃子 原口健太郎 稲葉能敬 鈴木めぐ
み 川原洋子他 〈4500円 学生4000円〉 26・29
日6時 1・4・7日1時／6時 他1時開演 すみだ
パークシアター倉
※17回
（6回／11回）
【東京】

11月27日㈯・28日㈰

出演＝大元喜翔 松田拓士 大野紗波 後藤卓也
福田博文他 〈2000円 高校生以下1500円〉 27日7
時 28日11時／2時／6時開演 Therter Cafe 信
天翁

※4回【大阪】

DOGANG 「あっぱれクライトン｣
原作＝J.M.バリー

11月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝徳冨敬隆

出演＝トクトミヒロタカ他 〈2500円
円〉 27日6時

SCOT

28日1時／5時開演

※3回【熊本】

｢新版・津軽海峡冬景色｣
11月27日㈯・28日㈰

脚本・演出＝鈴木忠志

出演＝SCOT 〈お志〉 27日3時30分
演

未成年1500

早川倉庫

利賀芸術公園・新利賀山房

28日1時開

※2回【富山】

ひと・まち・つくるプロジェクト「わが町」アクセス
｢徘徊演劇『よみちにひはくれない』｣
11月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝菅原直樹
出演＝公募参加者 岡田忠雄 金定和沙 〈2500円
高校生以下1000円 障がい者無料〉 2時開演 岡
山市表町・京橋地区
※2回【岡山】
舞台芸術創造団体ワンダーラーファクトリー ｢IN
ORI 2021〜君のために僕が祈ろう〜｣
11月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝舞台芸術創造団体ワンダーラーファク
トリー
出演＝新井桃代 有川智華 池匡史 伊藤舞葉 稲
葉俊他 〈5000円〉 2時30分／6時30分開演 ABC
ホール
※4回【大阪】

SCOT ｢エレクトラ｣
11月27日㈯
脚本＝ソフォクレス ホーフマンスタール 演出＝
鈴木忠志
出演＝SCOT 〈お志〉 1時／6時15分開演 利賀
大山房
※2回【富山】

サンポーレシリーズ 「Blowing！｣
11月27日㈯・28日㈰
脚本・演出＝真山葉瑠
出演＝真山葉瑠 美郷真也 嘉月絵理 水月静 星
野瞳他 〈9000円〉 27日2時／6時 28日12時／4
時開演 CBGKシブゲキ‼
※4回【東京】

ギリシア演劇勉強会 「メデイア」
11月27日㈯
脚本＝エウリピデス 演出＝ギリシア演劇勉強会
出演＝ギリシア演劇勉強会 〈500円 学生300円〉
8時開演 Zoom
※1回【福岡】

枚方市文化芸術アドバイザーわかぎゑふ企画 ｢12
人のおかしな大阪人〜2021｣ 11月27日㈯・28日㈰
脚本＝東野ひろあき 演出＝わかぎゑふ
出演＝うえだひろし 内山絢貴 大江雅子 大熊隆
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太郎

木内義一他 〈3000円

27日2時／6時

28日1時開演

センター／関西医大・小ホール

高校生以下2000円〉

枚方市総合文化芸術

※3回【大阪】

「終末のワルキューレ」製作委員会 ｢終末のワル
キューレ〜The STAGE of Ragnarok〜｣
11月27日㈯～12月5日㈰

脚本＝Spacenoid Writers' Room 演出＝加古臨王
出演＝飯窪春菜 田上真里奈 郷本直也 大平峻也

中河内雅貴他 〈11500円 9500円〉 29・30日1時
1・3日5時 他12時／4時開演 2日休演 こくみん
共済 coop ホール／スペース・ゼロ

※12回（6回／6回）
【東京】

さくらさくらカンパニー

｢リトル・プリンス〜ひ

出演＝大浦薫

久音まゆ 〈1000円

こうき乗りと星の王子さま〜｣
脚本・演出＝中野圭子
葵かずき

学生500円〉 3時開演

11月28日㈰

宝塚市立東公民館ホール

小

※1回【兵庫】

劇団プレイング ｢物語サーカス｣
11月28日㈰
脚本・演出＝山本知史
出演＝山本知史 〈入場無料〉 2時／5時開演 フェ
ニーチェ堺
※2回【大阪】
演劇ユニット多々ら ｢girl｣
11月28日㈰
脚本＝平安咲貴 演出＝新垣七奈
出演＝新垣七奈 〈3000円〉 1時／7時開演 アト
リエ銘苅ベース
※2回【沖縄】
Creative Garden Core ｢復活｣
11月28日㈰
脚本・演出＝Creative Garden Core
出演＝Creative Garden Core 〈2000円 オンライ
ン配信動画1000円〉 2時／7時開演 AKASAKA
ダイニング
※2回【東京】
新派の子

｢糸桜

黙阿弥家の人々ふたたび｣
11月29日㈪・30日㈫
脚本・演出＝齋藤雅文
出演＝波之久里子 大和悠河 喜多村緑郎 柳田豊
村岡ミヨ他 〈5000円 25歳以下3000円〉 29日5時
30分 30日11時／4時開演 日本橋公会堂ホール
「日本橋劇場」
※3回【東京】
劇団月の海 ｢ヒラエズ｣ 11月29日㈪～12月1日㈬
脚本＝目崎剛 演出＝波多江桃子 ひぐち
出演＝山本遥雅 和田優花 おさだひろゆき 長谷
剣人 波多江桃子他 〈2800円 学生2300円〉 29日

7時30分 30日5時／7時30分 1日6時開演 WAK
ABACHO WHARF 若葉町ウォーフ

※4回（3回／1回）
【神奈川】

風姿花伝プロデュース
寓話｣

｢ダウト〜疑いについての
11月29日㈪～12月19日㈰

脚本＝ジョン・パトリック・シャンリィ
川絵梨子
出演＝亀田佳明

伊勢佳世

津田真澄

演出＝小

那須佐代子

〈6900円 6400円 5900円 25歳以下2500円 高校
生以下1000円〉 29・30日3時 3・4日7時 6・9・
11・15・17・19 日 2 時
7・13日休演

他2時／7時開演

シアター風姿花伝

1・2・

※24回（2回／22回）
【東京】

エヌオーフォー No.4 ｢5 years after ver.7〜20歳、
25歳、30歳、それぞれの5年後に描いた夢とは？〜｣
脚本・演出＝堤泰之

11月30日㈫～12月5日㈰

出演＝佐伯亮 田中晃平 堀田怜央 鎌苅健太 内
海大輔他 〈5500円〉 4・5日1時／5時 他3時／7
時開演 赤坂RED/THEATER
※12回（2回／10回）
【東京】
劇団クロックガールズ

｢赤と黒のオセロ｣
11月30日㈫～12月5日㈰
脚本＝江頭美智留 演出＝池谷雅夫
出演＝木ノ本嶺浩 安保匠 阿部みさと 騎田悠暉
児島功一他 〈4500円〉 2～5日12時／3時30分／7
時 他3時30分／7時開演 アトリエファンファー
レ東新宿
※16回（2回／14回）
【東京】
シ ョ ー GEKI 実 験 シ ア タ ー 2021 「 最 終 オ ー デ ィ
ション 国家公務員役者誕生！｣
11月30日㈫～12月5日㈰
脚本・演出＝羽広克成
出演＝伊藤由稀 絹田梅子 宮﨑大和 増田翔大
島田悠太他 〈3300円 ライブ配信2500円〉 3日1
時 30 分／ 7 時 4・5 日 1 時 30 分／ 6 時 他 7 時開演
小劇場 楽園
※9回（1回／8回）
【東京】
三栄町LIVE萬來啓太プロデュース 「pat-rat-atat｣
11月30日㈫～12月12日㈰
脚本・演出＝三栄町LIVE

出演＝三栄町LIVE 〈4000円〉 3・10日2時 4・
11日2時／6時 5・12日1時／5時 他7時30分開演
6日休演 三栄町LIVE STAGE
※16回（1回／15回）
【東京】
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演劇集団池田塾 「クラッシュ・ワルツ」

12月
studio salt 「2メートル 2021」

12月1日㈬・2日㈭

脚本・演出＝椎名泉水
出演＝浅生礼史

あこー正貴

大島寛史

小川がこ

う 奥山眞佐子他 〈4000円 22歳以下2000円〉 1
日7時 2日2時開演 磯子区民文化センター・杉田
劇場

※2回【神奈川】

劇団☆A・P・B-Tokyo 「地球空洞説」
脚本＝寺山修司

12月1日㈬～3日㈮
演出＝高野美由紀

出演＝高野美由紀他 〈6500円
6時 2日1時／6時
ル

3日1時開演

学生3500円〉 1日
光が丘IMAホー

※4回【東京】

演劇屋モメラス 「彼
（私）
から見える世界」
12月1日㈬～3日㈮

脚本・演出＝松村翔子
出演＝松村翔子 近藤強 曽田明宏 中野志保実
西山真来他 〈3000円 学生1500円 障がい者1000
円〉 1日7時 2日2時／7時 3日2時開演 北千住
BUoY
※4回【東京】
万能グローブ ガラパゴスダイナモス 「バ・グガヘ
ラヌ」
12月1日㈬～4日㈯
脚本・演出＝川口大樹
出演＝椎木樹人 山﨑瑞穂 石井実可子 野間銀智
友田宗大他 〈3800円 25歳以下2000円 高校生以
下1000円 ライブ配信チケット2500円〉 1日7時
4日12時／5時 他2時／7時開演 福岡市美術館・
ミュージアムホール
※8回【福岡】
NICE STALKER 「スペキュレイティブ・フィク
ション！」
12月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝イトウシンタロウ
出演＝善雄善雄 太田ナツキ イグロヒデアキ 佛
淵和哉 大森翔吾他 〈3900円 23歳以下2500円
高校生以下500円〉 3・4日2時／7時 5日1時 他
7時開演 ザ・スズナリ
※7回【東京】
尾米タケル之一座 「さいはての街の塵の王」
12月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝尾米タケル
出演＝小谷真一 ハ福☆みずほ 山下智代 香衣
鹿島涼他 〈4500円 オンラインチケット3000円〉
1日7時 5日1時／5時
ディシアター中目黒
492

他2時／7時開演 ウッ
※9回【東京】

脚本＝刈馬カオス

12月1日㈬～5日㈰

演出＝飯田問

出演＝飯田問 もろいくや のりほ 梶原生吹 田
辺学 〈3500円 小中高生2000円 配信2000円〉 4
日2時／7時
京

5日1時／6時

他7時開演

オメガ東

※7回【東京】

劇団東京トライアングル 「フザイノオモイ」
脚本・演出＝小林英樹

12月1日㈬～5日㈰

出演＝梅田貴公美 香賀ゆう 小池敏之 小林司
河野智之他 〈4000円 配信チケット3000円〉 3・
4日2時／7時

5日1時／5時

他7時開演 萬劇場

※8回【東京】

株式会社CREST 「AI懲戒師・クシナダ」
脚本・演出＝伊藤靖朗

12月1日㈬～5日㈰

出演＝太田夢莉 桑畑亨成 瀬良祐介 髙橋果鈴
星守紗凪他 〈S席9800円 A席7800円〉 3・4日2
時／7時 5日12時／4時 他7時開演 CBGKシブ
ゲキ‼
※8回【東京】
劇団虚幻癖 「Nirvana」
12月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝島岡昌平
出演＝太田達也 有栖川姫子 三好杏依 三井伸介
井家久美子他 〈4000円 配信チケット2800円〉 5
日1時／5時 他2時／7時開演 シアターブラッツ
※10回【東京】
ライターmeetsアクター朗読劇 「SOUND SCE
NE」
12月1日㈬～5日㈰
脚本＝黒船 久継遥々他 演出＝名嘉高志 藤田靖
夫他
出演＝ライターmeetsアクター 〈1000円〉 10時配
信開始 中板橋・新生館スタジオ
※1回【東京】
劇団お座敷コブラ 「GEPPETTO」
12月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝伊藤裕一
出演＝古林一誠 梶原航 田中温子 広川碧 健人
他 〈6000円 配信3000円〉 4・5日1時／5時 他
7時開演 大岡山劇場
※7回【東京】
K-FARCE 「雨のち晴れ」
12月1日㈬～5日㈰
脚本＝荒木太朗 演出＝加治幸太

出演＝中谷智昭 葉月智子 大塚晋也 伊藤セナ
津 田 恭 佑 他 〈S 席 8000 円 A 席 4800 円 配 信 チ
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ケット3000円〉 4日1時／5時
7時開演

シアターグリーン

5日12時／4時

BASE THEATER

他

※7回【東京】

〈3800円
3時

学生2800円〉 4日1時／6時 5日11時／

8日2時／6時30分

ボウル特設会場

他6時30分開演

星が丘

※12回【愛知】

譜面絵画｜FumenKaiga 「Terra Australis Inco
gnita」
12月1日㈬～5日㈰

O企画 「蘇る魚たち」
12月1日㈬～12日㈰
脚本＝石原燃 演出＝藤井ごう

出演＝小見朋生 宮ヶ原萌 佐藤岳 瀧腰教寛 鳥
井 さ な つ 他 〈3500 円 学 生・25 歳 以 下 3000 円 〉

30歳以下3000円〉 2・5・8・10・12日2時 4・11
日2時／7時 他7時開演 OFF OFFシアター

脚本・演出＝三橋亮太

3・4日2時／6時
スポット

5日12時／4時

他6時開演 ST
※8回【神奈川】

Theatre劇団子 「アナタの知らない世界」
脚本・演出＝石山英憲

12月1日㈬～5日㈰

出演＝斉藤範子 大髙雄一郎 杏泉しのぶ 大島翠
髙島大幹他 〈4500円 配信チケット2000円〉 1日
6時

5日3時

他1時／6時開演

BOX in BOX THEATER

シアターグリーン

※8回【東京】

MARCOT 「三学演義2021〜三国志教育プログラ
ムが導入された学校で三国統一を目指します！」
12月1日㈬～5日㈰
脚本＝井川楊枝 演出＝小森章
出演＝ソラ豆琴美 池田明日香 歌倉千登星 石井
未来 西原愛夏他 〈6000円〉 1日7時 4日11時／
3時／7時 5日1時／5時 他3時／7時開演 シア
ターグリーン BIG TREE THEATER
※10回【東京】
演劇企画 heart more need 「BABEL」
12月1日㈬～5日㈰
脚本・演出＝吉水恭子
出演＝青柳伽奈 遠藤裕司 ガラかつとし 北野く
るみ 小島ことり他 〈5300円 25歳以下3300円〉
2日2時／6時30分 4・5日1時／5時 他6時30分開
演 シアターKASSAI
※8回【東京】
演劇集団SMILE JACK 「隣の青い芝」
12月1日㈬～7日㈫
脚本・演出＝大杉篤史
出演＝片渕真子 松本さえ子 寺内文人 斉藤至大
椎名賢治他 〈3500円〉 3～6日2時／7時 7日3時
他7時開演 新宿スターフィールド ※11回【東京】
円盤ライダー 「15
（Fifteen）星が丘編」
12月1日㈬～9日㈭
脚本・演出＝ばんたくや
出演＝憲俊 山口雅也 殿 田村由似 渡部将之他

出演＝荻野貴継

北野由大

島田連矢 〈4500円

※13回【東京】

J-journey 「Unknown」
脚本・演出＝小池樹里杏

12月1日㈬～19日㈰

出演＝栗生みな 西村美咲 鈴木美緒 八木拓海
桑野晃輔他 〈20000円 15000円 10000円 5000
円〉 4・6～10・13～15・18日3時／7時 5・11・
12日1時／4時／7時 19日1時／4時 他7時開演
雑遊

※36回【東京】

舞台芸術制作室無色透明 「新平和」
12月2日㈭
脚本・演出＝柳沼昭徳
出演＝東圭香 小林冴季子 坂田光平 澤雅展 高
山力造他 〈1500円〉 7時開演 JMSアステールプ
ラザ・視聴覚スタジオ
※1回【広島】
てのひらの演劇 「小町風伝」 12月2日㈭・3日㈮
脚本＝太田省吾 演出＝ながいさやこ
出演＝木内琴子 春日井一平 三島景太 森山冬子
渡辺敬彦 〈2500円 25歳以下1000円〉 2日8時 3
日2時／7時開演 人宿町やどりぎ座 ※3回【静岡】
ダブルエッジ 「誰がために出囃子は鳴る」
12月2日㈭～4日㈯
脚本・演出＝高山なおき
出演＝アダムダン カイホリショータ キムウイシ
ン マイティガール やした瞳子他 〈3000円〉 4
日1時／6時 他7時開演 アトリエ第Q藝術
※4回【東京】
劇団天動虫 「お父さんゲーム」 12月2日㈭～5日㈰
脚本＝野村ようすけ 演出＝帆足知子
出演＝ジョニー 藤江千晶 岩井梨沙子 木﨑真宥
子 齋藤法恵他 〈4200円 大学生2000円 高校生
以下500円〉 2日7時 3日2時／7時 4日1時／6時
5日1時開演

シアター711

※6回【東京】

ゴキブリコンビナート 「肛門からエクトプラズム」
12月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝Dr.エクアドル
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出演＝Dr.エクアドル
油絵博士

スピロ平太

ボボジョ貴族

ホリットニー・ヒューストン他 〈3300

円〉 4・5日3時

他6時開演

PRAY▶ 「歌行燈」

脚本＝久保田万太郎

川口市某所

※4回【埼玉】

12月2日㈭～5日㈰

演出＝桂佑輔

出演＝林佑樹 春本由香 桐山浩一 嶋隆静 平山
せい他 〈5500円 25歳以下3000円〉 2日7時30分

3 日 1 時 4 日 1 時／ 6 時 5 日 1 時／ 4 時開演 TAC
CS1179
※6回【東京】
ギムレットには早すぎる 「第三高校釣り部」
脚本・演出＝松永琳太朗
出演＝山下万希
25歳以下2000円
日7時

ホール

12月2日㈭～5日㈰

岡部竜也 村岡勇輔 〈2500円
高校生以下500円〉 2日8時 3

4 日 6 時 5 日 2 時 30 分 開 演

ぽんプラザ

※4回【福岡】

居留守 「ふるえる。
」
12月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝山崎 恭子
出演＝佐々木峻一 竹ち代毬也 重実紗果 〈3000
円〉 2日7時 5日2時 他2時／7時開演 SCOOL
※6回【東京】
From W works 「海辺のキラー」
12月2日㈭～5日㈰
脚本＝阿部ぽてと 重住燎 演出＝永澤俊矢
出演＝すがおゆうじ 傳田圭菜 慈五郎 森谷勇太
川又咲他 〈5000円〉 4日1時／5時 5日12時30分
／4時 他3時／7時開演 ザムザ阿佐谷
※8回【東京】
藤井ちより 「流星をとる」
12月2日㈭～5日㈰
脚本・演出＝藤井ちより 脚本＝北実怜 香月蛍
朋佳 中村恵 西岡サヤ maeua
出演＝香月蛍 北実怜 西岡サヤ 中村恵 藤井ち
より他 〈2500円 24歳以下2200円 学生1800円〉
4日1時30分／5時 5日1時30分／4時30分 他6時
開演 工房親
※6回【東京】
米澤成美一人芝居公演 「∞

むげんだい」
12月2日㈭～5日㈰

脚本・演出＝米澤成美
出演＝米澤成美 〈3000円 学生2500円 配信2000
円〉 2日7時 3日2時／7時 他2時／6時開演 北
池袋・新生館シアター
※7回【東京】
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CANプロ 「とんでもない女」 12月2日㈭～5日㈰

脚本＝中津留章仁

演出＝佐藤雄一

出演＝元山留美子他 〈4000円〉 4日2時／6時
日1時／5時

他7時開演

5

中板橋・新生館スタジオ
※6回【東京】

Ammo 「太陽は飛び去って」 12月2日㈭～7日㈫

脚本・演出＝南慎介
出演＝前園あかり 津田修平

井上実莉

吉村公佑

奥野亮子他 〈4500円 学生3000円 高校生以下
1500円〉 4日2時／6時30分 5日2時 6・7日2時
／7時
ジオ

7日6時30分

他7時開演

サンモールスタ

※10回【東京】

田中惇之の一人芝居 「田中惇之の一人芝居2021」
脚本・演出＝田中惇之

出 演 ＝ 田 中 惇 之 〈10000 円
東京キネマ倶楽部

12月3日㈮

5000 円 〉 8 時 開 演

※1回【東京】

家族草子×劇団まんまるコラボ公演 「いちばん新
しい思い出／桜散らず」
12月3日㈮
脚本＝森浩美 演出＝保倉大朔
出演＝青山伊津美 明樹由佳 小林あずさ 柴田時
江 丸山裕介他 〈2000円 1000円〉 2時／7時開
演 ブライダルコアときわホール
※2回【徳島】
夢語り千夜 「ラブ・レター」 12月3日㈮・4日㈯
脚本＝浅田次郎 演出＝夢語り千夜
出演＝靜 原田哲男 熊本陵平 〈4500円 学生
2500円〉 3日7時 4日2時開演 北九州芸術劇場・
小劇場
※2回【福岡】
劇団わが町 「とんでもない大晦日〜しんゆりクリ
スマス・キャロル〜」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝ふじたあさや
出演＝安達原泉 池田紗菜 稲田侑太 井上歩美
上村健太郎他 〈2700円 学生2200円 小学生1500
円 〉 3 日 7 時 4 日 1 時 ／ 6 時 5 日 12 時 ／ 5 時 開 演
川崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
※5回【神奈川】
劇団かに座 「オイル089」
12月3日㈮～5日㈰
脚本＝福田卓郎 演出＝馬場秀彦

出演＝馬場秀彦 金谷陽子 佐藤貴道 永坂貴教
馬場大希他 〈2000円 高校生以下1300円〉 3日7
時 他2時開演 横浜関内ホール
※3回【神奈川】
劇団ZTON 「咎灯の環」

12月3日㈮～5日㈰
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脚本・演出＝為房大輔
出演＝久保内啓朗

図書菅

為房大輔

高瀬川すてら他 〈S席4800円

澤﨑真矢

A席3800円

学生

3500円〉 3日2時／6時30分 4日2時／6時 5日12
時／5時開演 in→dependent theatre 2nd
※6回【大阪】
le 9 juin ルナフジュアン 「How far we travel
in life」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝藤井治香
出演＝村上美緒 大庭りり子
雪深山福子 〈3000円
時

他12時／4時開演

ほとりにて

越路隆之

酒井進吾

高校生以下1500円〉 3日7

シアターバビロンの流れの

※5回【東京】

劇団五期会 「The Merchant of ZIPANG」
12月3日㈮～5日㈰
脚本＝イシワキキヨシ
出演＝尾崎麿基

演出＝井之上淳

井之上淳

宇仁菅真

森畑結美子

小川悦子他 〈3500円 学生2000円〉 3日6時30分
4日2時 5日11時／3時開演 ABCホール
※4回【大阪】
劇団皆奏者 「悪魔を汚せ」
12月3日㈮～5日㈰
脚本＝高木登 演出＝神崎真
出演＝久保勇貴 野口万永花 端栞里 中尾多福
神崎真他 〈4000円 高校生以下500円〉 5日12時
他12時／5時開演 大阪市立芸術創造館
※5回【大阪】
サルメカンパニー 「永遠チェリーボーイ」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝石川湖太朗
出演＝遠藤広太 小黒沙耶 石川湖太朗 柴田元
山本祐路他 〈5000円 学生4500円 18歳以下1000
円〉 3日3時／7時 4日11時／3時／7時 5日11時
／3時開演 王子小劇場
※7回【東京】

んプラザホール

※3回【福岡】

株式会社バンダイナムコアミューズメント／株式会

社ABCアニメーション／ぴあ株式会社 「舞台版
マーダー☆ミステリー〜探偵・斑目瑞男の事件簿〜」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝「マーダー☆ミステリー～探偵・斑目
瑞男の事件簿～」製作委員会
出演＝鈴木裕樹 加隈亜衣 佐藤貴史

三森すずこ

秋谷啓斗他 〈ライブ配信視聴券5500円 見逃し視
聴券3800円〉 3日6時 他12時／6時開演 浅草花
劇場

※5回【東京】

Yb（イッテルビウム）「かいそうれっしゃ」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝馬場佑介
出演＝池田千春 祐 泉可那子
他 〈2500円

25歳以下2000円

3日8時 4日2時／7時
ホール

みずほ

崎戸優弥

高校生以下500円〉

5日12時開演

ぽんプラザ

※4回【福岡】

劇塾！S.W.S 「SQUARE RING!!〜決戦の金土日〜」
12月3日㈮～5日㈰
脚本＝清水伸吾 演出＝小林莉沙 脚本・演出＝西
川亜樹子
出演＝青木美都子他 〈2000円〉 3日7時 4日3時
／7時 5日11時／3時開演 魅殺陣屋スタジオ
※5回【大阪】
システマ・アンジェリカ×劇団くるめるシアター
「Ob-（Re）-vious」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝弌葉英晃
出演＝幸村希美 若武佑華 加藤鈴 堀井夢香 安
い丈博他 〈フリーカンパ制〉 3日12時30分／5時
4日12時／5時 5日12時開演 早稲田大学学生会館
※5回【東京】

下鴨車窓 「舟歌は遠く離れて」 12月3日㈮～5日㈰
脚本＝田辺剛 演出＝山口浩章
出演＝大木湖南 趙清香 サンタナカ 合田団地
中村こず恵他 〈3000円 25歳以下2000円〉 3日7
時 4日1時／6時 5日1時開演 AI・HALL
※4回【兵庫】

あみゅーず・とらいあんぐる 「ふたたびの…」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝あみゅーず・とらいあんぐる
出演＝条あけみ 笠嶋千恵美 思い野美穂 中村ゆ
り 黒木保子他 〈3000円 22歳以下2000円〉 3日
7時30分 4日2時／6時 5日11時／3時開演 ウイ
ングフィールド
※5回【大阪】

ギムレットの作り方 「水の街」 12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝下沖悠人
出演＝手嶋萌 風月 〈2500円 25歳以下2000円〉
3日7時30分 4日1時30分 5日11時30分開演 ぽ

劇団活劇工房 「雨傘」
12月3日㈮～5日㈰
脚本・演出＝小林萌華
出演＝内山就人 大友彩優子 岡﨑雨 嶋口蓮二
謝凱宇他 〈2500円 学生2000円 配信1000円〉 3
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日6時
ン

4日1時／6時

5日1時開演

エリア51 「カモメ」
脚本・演出＝神保治暉
出演＝門田宗大 高田歩
田ガンツ他 〈5000円
7時 5日1時／5時
草九劇

サブテレニア

※4回【東京】

12月3日㈮～7日㈫
円井わん

原雄次郎

森

配信チケット2500円〉 3日

7日2時

他2時／7時開演 浅
※8回【東京】

Oi-SCALE 「発明家と探検家 Man looking for
the truth ＆ Man looking for the truth」
脚本・演出＝林灰ニ
出演＝村田充 澤井裕太

12月3日㈮～8日㈬

井野おりこ

吉田山羊

川崎桜他 〈4600円〉 4・5日2時／6時 7日2時／
7時 8日2時 他7時開演 駅前劇場 ※9回【東京】
東京E-Do motions. 「わたくしたち、人中短ガー

ルズです！！」
12月3日㈮～8日㈬
脚本・演出＝森田陽祐
出演＝高橋里帆 与古田千晃 神近梨子 都倉有加
吉岡瞳他 〈3000円 配信2000円〉 4日1時／6時
5日12時／5時 6日2時／7時 他7時開演 新宿眼
科画廊
※9回【東京】
幻都 「ダブリンキャロル」 12月3日㈮～12月9日㈭
脚本＝コナー・マクファーソン 演出＝荒井遼
出演＝首藤康之 山下リオ 小日向星一 〈6800
円〉 4・5日1時／6時 7・8日2時／7時 9日2時
他7時開演 東演パラータ
※11回【東京】
関西大学演劇研究部学窓座 「ゆらゆらと水」
12月3日㈮～11日㈯
脚本＝芳﨑洋子 演出＝ニッキ味の鳩～みそさざえ
を添えて～
出演＝学窓座 〈無料〉 3日6時30分 4日5時30分
10・11日5時開演 5～9日休演 関西大学千里山
キャンパス内有鄰館一階多目的ホール
※4回【大阪】
城山羊の会 「ワクチンの夜」 12月3日㈮～12日㈰
脚本・演出＝山内ケンジ
出演＝岩本えり 岩谷健司 春原愛良 中山求一郎

朝比奈竜生他 〈4000円 高校生以下1000円〉 3・
10日7時 8・12日2時30分 他2時30分／7時開演
6日休演 三鷹市芸術文化センター・星のホール
※14回【東京】
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狂夏の市場 「あたま山心中
脚本＝竹内銃一郎

散ル散ル、満チル」

12月3日㈮～12日㈰

演出＝岩切千穂

出演＝川田陽子 川本三吉 武田操美 中野聡
〈3000円 学生2000円〉 4・5・11日3時／7時 12
日11時／3時／7時 他7時30分開演 狂夏の市場
劇場

※12回【兵庫】

Société Le Théâtre Elysée 「とんでもない女
〜ドラマリーディング〜」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝吉野裕行

〈SS席9800円

須賀貴匡

S席8800円

1時／6時 5・12日1時
ロールシアター

出演＝益海愛子

彩輝なお

演出＝大澤遊
戸井勝海

明坂聡美

A席7800円〉 4・11日

他7時開演

劇団朋友 「あん」
脚本＝杉浦久幸

12月3日㈮～12日㈰

六本木トリコ
※8回【東京】

12月3日㈮～12日㈰

敦澤穂奈美

鈴木千晶

長町美幸他 〈3500円〉 4・5・7・9・11・12日2時
他6時30分開演 朋友芸術センター ※10回【東京】
「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage製
作委員会 「
『僕のヒーローアカデミア』The “Ult
ra” Stage 本物の英雄PLUS ULTRA ver.」
12月3日㈮～12日㈰
脚本＝西森英行 演出＝元吉庸泰
出演＝田村心 小林亮太 竹内夢 武子直輝 北村
諒他 〈S席8800円 A席6800円〉 3日6時 8・10日
1時 他1時／6時開演 6日休演 TOKYO DOME
CITY HALL
※15回【東京】
牧羊犬 「底なし子の大冒険」 12月3日㈮～12日㈰
脚本・演出＝渋谷悠
出演＝渡部瑞貴 長部努 大友達人 織田あいか
井上薫他 〈5000円 4500円〉 4・5・11日1時／6
時 8・10日2時／7時 12日12時／4時 他7時開
演 恵比寿・エコー劇場
※16回【東京】
文学座12月アトリエの会 「Hello 〜ハロルド・ピ
ンター作品６選〜」
12月3日㈮～15日㈬
脚本＝ハロルド・ピンター 演出＝的早孝起
出演＝中村彰男 藤川三郎 石橋徹郎 上川路啓志
萩原亮介他 〈4800円 25歳以下2700円〉 3日6時

30分 6・8・13・14日1時30分／6時30分 9日5時
他1時30分開演 7日休演 文学座アトリエ
※16回【東京】
星企画 「CAN青芸『君がいるから』」

12月4日㈯
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脚本・演出＝みうらもとお
出演＝浅野佳砂音

千島清

新妻嗣二 〈3300円

配信チケット3000円〉 10時30分／2時開演
ク人形劇場

プー

※2回【東京】

チームドリーム 「Out of Frame」

12月4日㈯・5日㈰

脚本・演出＝そめやみつ

ステージタイガー 「ブルースターナックル！」

出演＝そめやみつ 〈2500円 25歳以下2000円 高
校生以下500円〉 4日1時／6時30分 5日2時開演
ぽんプラザホール
※3回【福岡】

脚本・演出＝虎本剛
出演＝白井宏幸 小野愛寿香

ままごとソロ・ワークス 「演劇という名の展示『マ
イ・クローゼット・シアター』」 12月4日㈯・5日㈰

12月4日㈯・5日㈰

谷屋俊輔

アミジロ

ウ 南由希恵他 〈3500円 学生2000円〉 4日6時
5日1時／5時開演 高槻現代劇場・中ホール

※3回【大阪】

ホエイ 「ふすまとぐち」
脚本・演出＝山田百次

12月4日㈯・5日㈰

出演＝山田百次 赤刎千久子 井上みなみ 中田麦
平 成田沙織他 〈2000円 26歳以下無料〉 2時開
演

江原河畔劇場

※2回【兵庫】

レティクル座 「ホーム≒アウェー」
12月4日㈯・5日㈰
脚本・演出＝阿部慎一郎
出演＝鈴木拓也 荒波タテオ 大橋奈央 キサラカ
ツユキ 小出天リ他 〈3500円 配信2000円〉 4日
1時／6時 5日2時開演 せんだい演劇工房10-BOX
※3回【宮城】
東区市民劇団 座・未来 「渟足柵物語〜新・姫と剣
とわらべ唄」
12月4日㈯・5日㈰
脚本・演出＝池田真一
出演＝とわこ 和泉久雪 平田セイイチ 高橋繁實
石井淑夫他 〈2300円 高校生以下1500円〉 4日6
時 5日12時30分／4時30分開演 東区プラザホー
ル
※3回【新潟】
せんだい演劇工房10-BOX 「てんとせん」
12月4日㈯・5日㈰
脚本・演出＝柴幸男
出演＝粟野日奈子 犬飼和 鹿島栞 齋藤小枝 齋
藤永子他 〈3300円 25歳以下2500円〉 4日6時 5
日1時／6時開演 仙台市宮城野区文化センター・
パトナシアター
※3回【宮城】
演劇街道きのくにプロジェクト 「負け。―生きる―」

12月4日㈯・5日㈰
脚本＝金澤寿美 演出＝市川昇次郎
出演＝坂口勝紀 のの華 栗須香練 戸川心花 市
川 昇 他 〈3000 円 学 生 1500 円 〉 1 時 ／ 6 時 開 演
すわん江戸村
※4回【和歌山】

脚本・演出＝石原朋香 まいわい
出演＝石原朋香 まいわい 〈800円〉 4日1時／4
時

5日3時開演

遊児老館

※3回【香川】

※当公演は下記にて公演有り。

▼12月18日㈯・19日㈰ 〈800円〉 18日1時／4時
19日3時開演 HUNCH ※3回【東京】
ヨシダワークス 「わが町」

脚本＝ソーントン・ワイルダー
出演＝伊藤麻由

大沼花依

邊雄大他 〈2500円
時／6時開演 蛸蔵

12月4日㈯・5日㈰
演出＝細川貴司

岡村茜

川島敬三

河

学生1500円〉 4日7時 5日2
※3回【高知】

ユニット美人 「岩戸山ミステリー2021」
12月4日㈯・5日㈰
脚本＝ユニット美人 演出＝黒木陽子
出演＝紙本明子 黒木陽子 高橋紘介 高田晴菜
吉岡史樹 〈2500円〉 4日2時／6時 5日2時開演
KAIKA
※3回【京都】
Dialogue！ 「rehearsal〜冬の夜の夢〜」
12月4日㈯～7日㈫
脚本＝W.シェイクスピア 演出＝沢海陽子
出演＝金子久美子 齋藤慎平 坂田周子 沢海陽子
林佳世子他 〈3000円〉 6日6時 7日2時 他1時
／5時30分開演 遊空間がざびぃ
※6回【東京】
芸術監督3人いる！企画 「Are You Heroine？
ん？」
12月4日㈯～7日㈫
脚本・演出＝白神ももこ 田上豊 多田淳之介
出演＝加藤典子 北川結 仁科幸 塙睦美 夕田智
恵他 〈2000円 25歳以下1600円 高校生以下500
円 65歳以上・障害者1800円〉 4日6時 6日7時
他2時開演 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
※4回【埼玉】
TAIYO MAGIC FILM 「ゆらり2021/時分自間旅
行2021」
12月4日㈯～12日㈰
脚本・演出＝西条みつとし
出演＝佐竹桃華 田実陽子 木本夕貴 おおたけこ
497

演劇年鑑 2022

ういち

菅野恵他 〈8200円

配信チケット7200

円〉 6～10日2時30分／6時30分
4時

他1時／5時開演

12日12時30分／

シアターサンモール

※18回【東京】

四国学院大学 ノトスキッズ公演 「ドラゴンスイッ
チ」

脚本・演出＝西村和宏
タクヤ

12月4日㈯～12日㈰

演出＝阪本麻郁

カミイケ

出演＝安田有里 髙橋祐菜 加藤優和 目黒眞子
島本歩花他 〈1000円〉 9時30分／10時／10時30

分／11時／11時30分／1時／1時30分／2時／2時
30分／3時／3時30分開演
院大学ノトススタジオ

6～10日休演

四国学

※44回【香川】

ライブ・スペクタクル 「NARUTO―ナルト―〜
うずまきナルト物語〜」
12月4日㈯～13日㈪
脚本・演出＝児玉明子
出演＝中尾暢樹

佐藤流司

伊藤優衣

君沢ユウキ

定 本 楓 馬 他 〈S 席 9800 円 A 席 8000 円 〉 5・9・
11・12日1時／6時 13日1時 他6時開演 6日休
演 日本青年館ホール
※13回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月25日㈯～1月2日㈰ 〈S席9800円 A席8000
円 〉 27・28 日 5 時 1 日 3 時 他 12 時 ／ 5 時 開 演
30・31日休演 メルパルクホール大阪 ※11回（8
回／3回）
【大阪】
若宮計画 「まじなう」
12月5日㈰
脚本・演出＝若宮ハル
出演＝宮村耳々 〈2500円 25歳以下2000円 高校
生以下500円〉 11時／3時開演 ぽんプラザホール
※2回【福岡】
燐光群 「シアトルのフクシマ・サケ（仮）」
12月5日㈰
脚本・演出＝坂手洋二
出演＝鴨川てんし 川中健次郎 猪熊恒和 大西孝
洋 さとうこうじ他 〈3000円 大学生以下1000
円〉 2時開演 岡山市民文化ホール ※1回【岡山】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月8日㈬・9日㈭ 〈3800円 学生2000円 高校
生以下1000円〉 8日7時 9日2時開演 愛知県芸術
劇場・小ホール ※2回
【愛知】
▼ 12 月 11 日 ㈯ ～ 13 日 ㈪ 〈3800 円 学 生 2000 円
高校生以下 1000 円〉 11 日 2 時／ 7 時 他 2 時開演
AI・HALL ※4回
【兵庫】
佐原詩音 「私は明日、インドへ行く
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独り舞台と

創作音楽のための」

脚本・演出＝佐原詩音
出演＝川田希

12月6日㈪

ヨシダダイキチ

會田瑞樹 〈3000

円 学生2000円 高校生以下・障がい者1000円〉
4時／7時30分開演 近江楽堂
※2回【東京】
合同会社プレフィス 「終末のReコード」
脚本・演出＝冨江洋平

12月6日㈪・7日㈫

出演＝碕理人 木村優良 船木政秀 丸山ナオ 山
﨑玲央 〈SS席8000円 S席5000円 A席4000円〉
6日7時

7 日 12 時／ 5 時開演

BIG TREE THEATER

青春の会 「仮面夫婦の鑑」

シアターグリーン

※3回【東京】

12月7日㈫～10日㈮

脚本＝横山拓也 演出＝泉知束
出演＝薩川朋子 佐藤正和 〈2000円〉 7日4時／7
時

10日1時／4時

小劇場

他1時／4時／7時開演 「劇」
※10回【東京】

スカレッティーナ演劇研究所 「Hôtel Ushiyama
〜サイゴンの夜〜」
12月7日㈫～12日㈰
脚本＝岸田國士 演出＝小西優司
出演＝やまなか浩子 アラタメアカリ 三浦慶子
花江藍 小西優司他 〈4400円〉 7日7時30分 11
日1時30分／6時30分 12日2時30分 他2時30分
／7時30分開演 APOCシアター
※10回【東京】
劇団SUPER TAICHIMON 「どりーむぼっくす」
12月7日㈫～12日㈰
脚本・演出＝ナカオタイチ
出演＝戸舘大河 広瀬彩海 高橋邦春 清水拓藏
長瀬大祐他 〈4500円 学生4000円〉 9・11日2時
／7時 12日1時／5時 他7時開演 アトリエファ
ンファーレ高円寺
※9回【東京】
lovepunk 「普通の人生」
12月7日㈫～12日㈰
脚本・演出＝髙原秀和
出演＝本橋由香 安城久美子 森川凛子 西坂伊央
里 黒岩よし他 〈4500円 学生2500円〉 9・11日
2時／7時 12日2時 他7時開演 劇場MOMO
※8回【東京】
Team AC 「受付」

12月7日㈫～12日㈰

脚本＝別役実 演出＝大江祥彦
出演＝海部剛史 小林麻耶 村上新悟 幸田尚子
山﨑崇史他 〈4000円 学生3000円〉 11・12日12
時／3時 他3時／7時開演 アトリエファンファー
レ東新宿
※12回【東京】
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貴楽屋 「蛍」

脚本＝柴切正輝

出演＝岩本貴子

12月8日㈬～10日㈮

演出＝岩本貴子
加藤照男

今村均

竹村とよ志

日 2 時 11 日 1 時 ／ 6 時 12 日 1 時 開 演
タートップス

新宿シア

※7回【東京】

麒麟子他 〈4000円 配信3000円〉 8日7時 9日2
時／7時 10日1時／5時30分開演 めぐろパーシ
モンホール
※5回【東京】

流山児★事務所 「帝国月光写真館」
12月8日㈬～12日㈰
脚本＝高取英 演出＝流山児祥

ミュージカル座 「サイト」
12月8日㈬～11日㈯
脚本＝ハマナカトオル 演出＝藤倉梓 作曲＝山口

鈴木麻理他 〈4000円 25歳以下2800円 高校生以
下1000円〉 8日7時 10・12日2時 他2時／7時開

琇也
出演＝ミュージカル座 〈OEN 席 11000 円 SS 席
8500円

時／4時

S席7000円〉 10日1時／6時30分
他6時30分開演

ここ風 「ぶっかぶか」
脚本・演出＝霧島ロック
出演＝三谷健秀

※6回【東京】

12月8日㈬～12日㈰

天野弘愛

霧島ロック他 〈3800円

時30分 12日12時／4時
演 シアター711

11日12

光が丘IMAホール

香月健志

斉藤太一

小中高生2500円〉 8日6

他1時30分／6時30分開
※9回【東京】

時代絵巻AsH 「草乱〜そうらん〜」
12月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝灰衣堂愛彩
出演＝黒崎翔晴 井上泰一朗 姉﨑凌 市村和樹
卯木祐矢他 〈4000円 3500円 3000円 アーカイ
ブ配信2500円〉 8日6時30分 12日1時／5時 他1
時30分／6時30分開演 シアターグリーン BOX
in BOX THEATER
※8回【東京】
ムシラセ 「つやつやのやつ」
「ファンファンファン
ファーレ！」
12月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝保坂萌
出演＝山崎丸光 辻響平 菊池美里 山森信太郎
瀬戸ゆりか他 〈4000円〉 8・11日3時／7時30分
12日2時／6時 他7時30分開演 オメガ東京
※8回【東京】
To-Riders 「ルナナナ」
12月8日㈬～12日㈰
脚本＝来田龍太 演出＝富樫勘九郎
出演＝来田龍太 富樫勘九郎 皐乃芽唯 青木理紗
阿部開他 〈3500円〉 8日6時 12日3時 他1時／
6時開演 中板橋・新生館スタジオ
※8回【東京】
Nana Produce 「莫逆の犬」 12月8日㈬～12日㈰
脚本＝田村孝裕 演出＝寺十吾
出演＝荒井敦史 傳谷英里香 百瀬朔 浜谷康幸
お宮の松他 〈5500円〉 8日7時 9日2時／7時 10

出演＝塩野谷正幸

演

伊藤弘子

ザ・スズナリ

里美和彦

平野直美

※7回【東京】

OMEGA CRUE ARTISTS 「VILLAINZ」
脚本・演出＝金子元彦
出演＝高士幸也 佐藤ゆうき

12月8日㈬～12日㈰

桜町たろ

藤原儀輝

稲葉佳那子他 〈S席5000円 A席4000円〉 8日7時
12日12時／4時 他2時／7時開演 王子小劇場

※9回【東京】

WAKUプロデュース 「hug」 12月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝TARAKO
出演＝四大海 蒲田哲 森屋正太郎 坂井虎徹 伊
藤つかさ他 〈5000円 ライブ配信3500円〉 9日3
時／7時 11日3時／6時30分 12日12時／4時 他
7時開演 赤坂RED/THEATER
※8回【東京】
『河童の水際』製作委員会 「河童の水際」
12月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝浅野泰徳
出演＝浜川英也 才川コージ 松村玲来 杉山真宏
桐田伶音他 〈8300円 7000円〉 8日7時 11日1時
／6時 12日12時／4時30分 他2時／7時開演 バ
ルスタジオ
※9回【東京】
俳優館 「かもめ」
12月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝八代将弥
出演＝中田裕子 平塚直隆 菅沼翔也 原田邦英
なかとしお他 〈5000円 4000円 高校生以下3000
円〉 他7時 10・11日2時／7時 12日11時／3時
開演 千種文化小劇場
※8回【愛知】
プロジェクトリコロ 「スーサイドホテル」
12月8日㈬～12日㈰
脚本・演出＝こうのゆうか 演出＝フクシマユウキ

出演＝夏陽りんこ 池澤汐音 宮下栄治 栞菜 谷
澤翼他 〈5000円〉 8日7時 11日1時／6時 12日
12時／5時 他2時／7時開演 萬劇場
※9回【東京】
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アイビス・プラネット 「ジャングルジャングル６」
脚本＝西田シャトナー

演出＝平野勲人

ジナル 登紀子
出演＝平野勲人 林剛史
哉 菊地創他 〈4000円
12 日 1 時／ 6 時

12月8日㈬～13日㈪

13 日 3 時

オ・新宿シアター

野口オリ

野口オリジナル 大神拓
配信観劇2800円〉 11・
他 7 時開演

コフレリ

※8回【東京】

舞台「滄海天記」製作委員会 「滄海天記・序篇〜天
月、闇に墜つ〜」
12月8日㈬～13日㈪
脚本・演出＝松多壱岱
出演＝高崎翔太

正木郁

上仁樹

千葉瑞己

樹他 〈S席9900円 A席7700円〉 8日6時
時 他1時／6時開演 THEATRE1010

谷佳

13日1

※10回【東京】

（株）エフ・スピリット 「のののいず〜No・No・
Noise〜」

12月9日㈭

脚本・演出＝広瀬斗史輝 本間理紗
出演＝晃映ヒロ 広瀬斗史輝 鮫島拓馬 本間理紗
羽鳥翔太他 〈5000円〉 4時／6時30分開演 ニッ
ショーホール
※2回【東京】
yhs 「幕あけ前」
12月9日㈭・10日㈮
脚本・演出＝南参
出演＝能登英輔 櫻井保一 佐藤杜花 増田駿亮
小林なるみ他 〈4000円 学生1500円〉 7時開演
札幌市教育文化会館・小ホール
※2回【北海道】
昭和精吾事務所 「氾濫原3」 12月9日㈭・10日㈮
脚本＝寺山修司 江戸川乱歩 シェイクスピア 近
松門左衛門 演出＝こもだまり
出演＝こもだまり 西邑卓哲 梶原航 長田大史
永井幽蘭他 〈3300円 24歳以下2300円〉 9日7時
10日2時30分／6時30分開演 パフォーミングギャ
ラリー＆カフェ『絵空箱』
※3回【東京】
吉祥寺GORILLA 「溺れるように走る街」
12月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝平井隆也
出演＝平井泰成 山下真帆 杏奈 一嶋琉衣 榎本
悟他 〈3500円 22歳以下2800円〉 12日12時／4
時 他2時／7時開演 劇場HOPE
※8回【東京】
仮想定規 「闇鍋音楽会vol.2『The leg line』」
12月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝青木砂織
出演＝樋口浩二 末廣円 栗木健 オクトウミユ
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星 郁 也 他 〈4500 円
12日2時

小学生以下無料〉 9日7時

他2時／7時開演

中野スタジオあくとれ

※6回【東京】

RTCproject 「イニクイティワールド 双生編＆
真成編」
12月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝浜冲竜生

脚本＝渡邊心結

出演＝浜冲竜生 渡邊心結 笛吹桃寧 出田英人
今井つづる他 〈3800円 学生3000円 小学生2000

円〉 11日12時／5時 12日11時／4時 他6時開演
一心寺シアター倶楽
※6回【大阪】
gekidanU 「おいてきぼりの桜の園」
脚本・演出＝葭本未織

12月9日㈭～12日㈰

出演＝麻生実希 池内明世 市原ユウイチ 花奏和
音 持田千妃来他 〈3000円〉 9日7時30分 10日2
時／7時30分

リエ5-25-６

他12時／3時30分／7時開演

アト

※9回【東京】

三匹と三羽 「野良犬」
12月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝藤田恭輔
出演＝板場充樹 村上弦 河村凌 澤あやみ 平林
和樹他 〈2800円 学生2500円 配信観劇1800円〉
9日7時15分 10日2時／7時15分 11日2時／6時
12日1時／5時開演 北池袋・新生館シアター
※7回【東京】
UPS（あっぷす）「みんなのうた！」
12月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝UPS
出演＝UPS 〈3000円〉 11日2時／7時 12日11時
／2時30分 他7時開演 ザ・ポケット
※6回【東京】
創造集団g-クラウド 「空を仰ぐ」
12月9日㈭～12日㈰
脚本＝原田ゆう 演出＝蔵人
出演＝矢内久美子 北川宏美 野内貴之 林沙也
〈3000円 小学生以下無料〉 11日2時／7時 12日1
時／4時／7時 他7時開演 遊空間がざびぃ
※7回【東京】
情熱のフラミンゴ 「ちょっとまって」

12月9日㈭～12日㈰
脚本・演出＝島村和秀
出演＝秋場清之 西田夏奈子 兵藤公美 〈3300円〉
11 日 3 時 30 分 12 日 1 時 他 6 時 30 分 開 演 ST ス
ポット
※4回【神奈川】

演劇年鑑 2022

melomys 「Dreamtime」 12月9日㈭～12日㈰
脚本＝melomys

出演＝瀧澤綾音

演出＝田崎小春
中條玲

日向子

村岡佳奈

〈2500円 高校生以下500円〉 11日6時 12日2時
他7時30分開演 アトリエ春風舎
※4回【東京】
演劇集団あんちぽっぷ 「はてなき、ついなき、わら
べども、
」
脚本・演出＝和埖くるり

12月9日㈭～13日㈪

出演＝ハル 丸茂こゆめ ゆづる 竹田航 初芝か
やの他 〈4000円〉 9日6時 13日1時 他1時／6
時開演

ザムザ阿佐谷

※8回【東京】

OG-3works 「隠密お麟に出来ぬ事なし。」
12月9日㈭～13日㈪
脚本・演出＝細川博司
出演＝水崎綾 図師光博

千歳まち

小川代護

宮

江間直子他 〈5000円〉 9・10・13日6時
他1時／6時開演

ウッディシアター中目黒

19日1時

※18回【東京】

演劇強制収容所旦煙草吸 「20歳未満の者の喫煙
は、法律で禁じられております。」
12月10日㈮
脚本・演出＝演劇強制収容所旦煙草吸

出演＝片岡七海 葱生カナメ 葉兜ハルカ 三木祐
里奈 谷山拓之他 〈2000円〉 4時／7時開演 Cafe
&Space Marushin

※2回【大阪】

紅月劇団 「OO7」

12月10日㈮

脚本・演出＝石倉正英

出演＝若林 “ カムイ ” 宏彰 河田 “ カルロス ” 啓介
石倉正英 伊藤美友 〈3000円 中学生以下1500
円〉 6時／8時開演

麻心

※2回【神奈川】

島 小 百 合 他 〈6500 円 〉 9 日 7 時 10 日 2 時 ／ 7 時

岬企画 「The Choice！」

SAI

出演＝岬万泰 田島きよ乃 アンディ本山 東ヶ崎
恵美 中野杏莉他 〈2000円 1500円〉 10日6時30
分 11日1時30分／5時開演 IZUMO GALLERY
※3回【東京】

13日12時／4時

他1時／6時開演

シアターKAS

※9回【東京】

カミシモ製作委員会 「あいつが上手で下手が僕で」
12月9日㈭～17日㈮
脚本・演出＝大歳倫弘 演出＝橋本和明
出演＝荒牧慶彦 和田雅成 鳥越裕貴 陳内将 梅
津 瑞 樹 他 〈S 席 1 0 8 0 0 円 9 8 0 0 円 A 席 8 8 0 0 円
7800円 配信チケット3120円〉 11・15日1時／6時
12日12時30分／5時30分 17日12時／5時 他6時
開演 かつしかシンフォニーヒルズ・モーツァルト
ホール
※12回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月23日㈭～26日㈰ 〈S席10800円 9800円 A
席8800円 7800円 配信チケット3120円〉 25日1
時／6時 26日12時／5時 他6時開演 東大阪市文
化創造館 Dream House 大ホール ※6回
【大阪】
ワンツーワークス 「恐怖が始まる」
12月9日㈭～19日㈰
脚本・演出＝古城十忍
出演＝奥村洋治 関谷美香子 山下夕佳 藤村忠生
今本洋子他 〈5000円 学生3000円 配信チケット
3300円〉 10・17日6時 11・12・18・19日2時 15
日2時／7時 他7時開演 テアトルBONBON
※12回【東京】
AWDL 「ビューーーティフル！」
12月9日㈭～19日㈰
脚本＝近藤茶 演出＝栗原崇
出演＝徳留歌織 久保山智夏 小出奈央 尾身美詞

脚本＝渋谷悠

演出＝岬万泰

12月10日㈮・11日㈯

燃えよhishidas 「ナオミの夢〜大再演」
12月10日㈮・11日㈯
脚本・演出＝菱田信也
出演＝岩佐好益 Yumi 竹下ポップ 宇野結菜
なち他 〈4500円 学生無料〉 10日7時 11日2時
／6時開演 神戸三宮シアター・エートー
※3回【兵庫】
劇団enji 「夏への扉 2021」 12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝谷藤太
出演＝千代延憲治 松山尚子 川島美衣 永井博章
磯崎美穂他 〈4200円〉 10日2時／6時30分 11日
1時／5時 12日1時開演 現代座会館
※5回【東京】
三輪舎 「シブツ」
12月10日㈮～12日㈰
脚本＝三輪舎 演出＝明利翔
出演＝徳永伸光 嶋村桜 丹倫太郎 三河美優 小
野口伊織 〈2800円〉 10日7時 11日1時／7時 12
日1時／5時開演 シアターグリーン BASE THE
ATER

※5回【東京】

明日のアー 「そして聖なる飲み会へ」
12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝大北栄人
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出演＝大北栄人

藤原浩一

シまるシン他 〈4000円
11 日 1 時 ／ 5 時
Souko

八木光太郎 7Ａ

よ

学生3500円〉 10日6時

12 日 11 時 ／ 3 時 開 演

Kamata

アターブラッツ

※5回【東京】

名優座×UNLIMITED WORKS 「MY JULIET〜

12月10日㈮～12日㈰

シェイクスピアをぶっとばせ！〜」
12月10日㈮～12日㈰
脚本＝本多摂 演出＝小高勲

出演＝蔭山ひさ枝 大石宣広 梅田大三 山本瑞穂
子 絢他 〈3500円 25歳以下1500円〉 10日8時

山田愛夏他 〈3800円 配信2500円〉 12日12時／5
時 他1時／7時開演 キーノートシアター

※5回【千葉】

劇団渡辺 「四川の善人」

脚本＝ベルトルト・ブレヒト

11日7時

12日3時開演

演出＝劇団渡辺

人宿町やどりぎ座
※3回【静岡】

溝ノ口劇場×中目黒R.P.G 「イツワルナ」

12月10日㈮～12日㈰

脚本・演出＝てち

出演＝角田拓真 いそのさやか 夏目光 小林佑吏
千葉知昭他 〈4000円 配信2000円〉 10日2時30分
／7時

他1時／6時開演

溝ノ口劇場

※6回【神奈川】

音楽座ミュージカル/Rカンパニー 「7dolls」
12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝ワームホールプロジェクト
出演＝音楽座ミュージカル/Rカンパニー 〈SS席
11000円 S席9900円〉 10日7時 他11時／3時開
演 草月ホール
※5回【東京】
劇団清水企画 「だれば箱づめの亡者」
12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝清水友陽
出演＝赤坂嘉謙 中塚有里 畑山洋子 三瓶竜大
澤里有紀子他 〈2800円 学生1500円 高校生以下
500円〉 10日7時 11日3時／7時 12日11時／3時
開演 扇谷記念スタジオ・シアターZOO
※5回【北海道】
人間劇場 「賀茂カモかもめ」

12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝立本夏山
出演＝横尾圭亮 桑原なお 大間知賢哉 森衣里
旛山月穂他 〈3500円 オンライン2000円〉 12日1
時／5時30分 他1時／6時30分開演 SCOOL
※6回【東京】
IQ5000 「PURSUER」
12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝腹筋善之介
出演＝石谷力 大友美香子 久保田寛子 ドン・タ
クヤ 渡部愛他 〈4000円 配信チケット4000円〉
10日7時 11日1時／6時 12日12時／4時開演 シ
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出演＝岩元博希

金澤明日香

町永佳奈

水谷崇人

※6回【東京】

関西大学劇団万絵巻 「鬼武者」

12月10日㈮～12日㈰

脚本＝岡田祥吾 演出＝ずか
出演＝関西大学劇団万絵巻 〈1500円

学生1200円

高校生以下500円〉 10日7時 11日2時／7時
日12時／4時開演 大阪市立芸術創造館

12

※5回【大阪】

日常茶番会 那須野恵ひとり芝居 「ストリッパー
のはなし」
12月10日㈮～12日㈰
脚本・演出＝髙橋広大
出演＝那須野恵 〈お気持ち投げ銭〉 10・13日7時
他1時／5時開演 サンガイノリバティ
※6回【東京】
TOKYOハンバーグ 「浮雲兄弟」
12月10日㈮～13日㈪
脚本＝大西弘記 演出＝磯村純
出演＝大西弘記 勝俣美秋 山本亘 〈4500円 研
究 生 3500 円 学 生 2500 円 〉 10 日 7 時 13 日 2 時
他2時／7時開演 サンモールスタジオ
※6回【東京】
東京E-Do motions. 「Brother〜another fat
her〜」
12月10日㈮～14日㈫
脚本・演出＝森田陽祐
出演＝森田陽祐 北川義彦 金井愛 中馬瑠香 茎
津湖乃美他 〈3000円 配信2000円〉 11日1時／6
時 12 日 12 時／ 5 時 14 日 2 時 他 2 時／ 7 時開演
新宿眼科画廊
※9回【東京】
劇団アフリカ座 「新訳 真田十勇士」
12月10日㈮～14日㈫

脚本＝天之才鶴 演出＝中山浩
出演＝有田一章 杉山夕 相葉悠樹 大森宏太郎
細丼和也他 〈5000円〉 10日7時 14日3時 他2
時／7時開演 ZAIKO
※8回【東京】
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空晴 「向こうの景色」
脚本・演出＝岡部尚子
出演＝岡部尚子

12月10日㈮～15日㈬

上瀧昇一郎

小池裕之

古谷ちさ

駒野侃 〈4300円 22歳以下3300円 配信チケット
2500円〉 11日3時／7時 12日2時／6時 13日2時
／7時30分 15日2時 他7時30分開演 in→depe
ndent theatre 2nd

※当公演は下記にて公演有り。
▼12月17日㈮・18日㈯ 〈4300円

※9回【大阪】

22歳以下3300

円〉 17日7時30分 18日2時開演 高知市文化プラ
ザかるぽーと 小ホール ※2回【高知】

▼12月23日㈭～26日㈰ 〈4300円 22歳以下3300
円

時

配信チケット2500円〉 25日3時／7時

他7時30分開演

駅前劇場

26日2

※5回【東京】

12月10日㈮～26日㈰

脚本＝筒井康隆

出演＝緒方壮哉

演出＝岩澤哲野

大橋悠太 〈2500円

学生1000

円〉 11日1時／5時 12日11時30分／3時30分 18
日 5 時 19 日 11 時 30 分 25 日 1 時 26 日 3 時 30 分
他7時開演 13～17・20～23日休演 せんぱく工舎
1階F号室

※10回【千葉】

Iccokaオンライン企画 「Iccoka online2021」

12月11日㈯

脚本・演出＝井川いずみ
出演＝木村仁美

高木郁佳

正木健久他 〈無料〉 3時開演

滝上裕二

南雲沙羅

オンライン

※1回【東京】

THE CONVOY 「コンボ・イ・ランド」
12月10日㈮～18日㈯

日本劇作家協会沖縄支部 「わが星」
12月11日㈯・12日㈰

出演＝瀬下尚人

出演＝安里南乃

脚本・演出＝今村ねずみ
石坂勇

舘形比呂一

トクナガク

ニハル 本田礼生他 〈11000円〉 11・15・16・18
日1時／6時 12・14日1時 他6時開演 13日休演
こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ
※12回【東京】
Cuebicle 「Transcendent Express」
12月10日㈮～19日㈰
脚本＝Alison Grace 演出＝フジタタイセイ
出演＝鍛治本大樹 佐野功 小寺悠介 江益凛 す
ずきぺこ他 〈4500円 学生2500円〉 11・12・18
日2時／6時 14・16日2時／7時 19日1時 他7時
開演 上野ストアハウス
※14回【東京】
ノックノックス 「かいじゅうのまち」
12月10日㈮～19日㈰
脚本・演出＝ヤストミフルタ
出演＝藤田奈那 田野聖子 藤谷みき 森啓一朗
舘智子他 〈5500円 中学生以下入場無料〉 11・
18日2時／6時 12・19日3時 17日2時／7時 他7
時開演 CBGKシブゲキ‼
※13回【東京】
小松台東 「東京」
12月10日㈮～21日㈰
脚本・演出＝松本哲也
出演＝小園茉奈 松原由希子 兼行凜 塚原大助
永井ちひろ他 〈3800円〉 12・21日1時／3時 11・

16・18～20日1時／3時／5時30分／7時30分 他5時
30分／7時30分開演 14日休演 RAFT
※32回【東京】
libido: 「Ｆから始まる3つの物語」

脚本＝柴幸男

演出＝田原雅之
嘉手納良智

加藤明佳

喜納香音

蔵元利貴他 〈1500円〉 1時／6時開演 アトリエ
Theater TEN
※2回【沖縄】
東京夜間飛行 「ひまわり食堂」
12月11日㈯
脚本・演出＝原真善美
出演＝原真善美 〈4500円〉 5時30分開演 アクロ
ス福岡・円形ホール
※1回【福岡】
津あけぼの座 「田中遊

戯式

Vol.11」
12月11日㈯・12日㈰

脚本・演出＝田中遊
出演＝田中遊 〈2500円 22歳以下1500円〉 11日7
時 12日3時開演 津あけぼの座
※2回【三重】
幻想劇場◎経帷子 「箱庭迷宮」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝廣田謙一
出演＝きむらまさみ 神田健太 浜崎ひでのり 家
田 典 和 廣 田 謙 一 他 〈1500 円 〉 11 日 1 時 ／ 7 時
12日1時開演 上土劇場
※3回【長野】
あかりのプロダクション 「ミーワーク・エンジェ
ル〜それ行け！潜入大作戦！〜」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝有門正太郎

出演＝森淑乃 林和香奈 牧野ひかり 十朱由菜
井上璃恵他 〈4500円 学生2500円〉 11日6時 12
日12時／4時開演 福岡市科学館・サイエンスホー
ル
※3回【福岡】
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劇団ラッキー・キャッツ 「ヘヴンズ・ドア」

出演＝太尾田尚希

脚本・演出＝林大輔

がい者2500円〉 11日2時／6時 12日11時／3時開

12月11日㈯・12日㈰

出演＝武藤充子 小川ジン 山口隆三 坪内恭史
田中祐奈他 〈1800円 学生1200円〉 11日3時／7
時 12日1時30分開演 みんなの森ぎふメディアコ
スモス・みんなのホール

※3回【岐阜】

シニア劇団「おやくじら」「とんまな神様〜子の祈
願〜」
脚本＝岬京

演出＝西城貴史

出演＝中村美恵子他 〈2300円

12月11日㈯・12日㈰
小学生700円〉 11

日 2 時 ／ 6 時 12 日 12 時 ／ 4 時 開 演
ホール

ぽんプラザ

※4回【福岡】

岩手大学劇団かっぱ 「青い花を摘む」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝堤雄大
出演＝臼田祥英

阿久津琴巳

原乙葉

千田衛之介

塚本千鈴他 〈1400円 学生1200円 高校生以下
500円〉 11日1時／5時 12日11時／3時開演 い
わてアートサポートセンター・風のスタジオ
※4回【岩手】
演劇ユニットせのび 「セミとケンタウルス／せを
のばす」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝村田青葉
出演＝石橋奈那子 新沼温斗 岩山りな 工藤早織
篠田来翔他 〈3000円 学生1500円 高校生以下
1000円〉 11日2時／6時 12日11時／3時開演 盛
岡劇場・タウンホール
※4回【岩手】
ヌトミック
「
『何事もチューン』
のチューンナップ」
12月11日㈯・12日㈰
脚本＝額田大志 演出＝ヌトミック
出演＝長沼航 原田つむぎ 深澤しほ 〈2000円〉
11日7時 12日1時／5時開演 飯島商店
※3回【神奈川】
劇団LOVE K.O! 「ウルトラQッ！」
12月11日㈯・12日㈰
脚本＝品川浩幸 演出＝蟹江隆裕
出演＝蟹江隆裕 角沙也加 甲斐瞳 大和 〈2700
円 学生2200円〉 11日2時／6時 12日11時／3時
開演

愛知県芸術劇場・小ホール

寅卯演劇部 「天と地のまなか
脚本・演出＝上岡久美子
504

※4回【愛知】

原民喜 没後70年」
12月11日㈯・12日㈰

日香
演

落合晶子

坂本悦子他 〈3500円

井塚昭次朗

塚本明

学生・65歳以上・障

JMSアステールプラザ 多目的スタジオ
※4回【広島】

JACO 「冬―ミツドモエ―」 12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝中井由梨子 演出＝南翔太
出演＝東京やんちゃボーイズ モザイク東京
AMJACOK他 〈5000円
原宿ベルエポックホール

TE

学生3000円〉 6時開演
※2回【東京】

※当公演は下記にて公演有り。

▼ 12 月 15 日㈬～ 17 日㈮ 〈5000 円

学生 3000 円〉

16日3時／6時30分 他11時／3時／6時30分開演
シダックス・カルチャーホール ※8回【東京】
FOURTEEN PLUS 14+ 「PEACE」
脚本・演出＝中嶋さと

12月11日㈯・12日㈰

出演＝中嶋さと 古澤大輔 美澄衿依 〈3000円
高校生以下2000円〉 1時／5時開演 ハコビル
※4回【福岡】
劇団ビーチロック 「さめても、あったかい。」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝新井章仁
出演＝ジョーイ大鵞 片山英紀 大嶺佳奈 戸川蘭
千晴他 〈2500円 22歳以下1500円〉 11日6時 12
日11時／3時開演 アトリエ銘苅ベース
※3回【沖縄】
遊戯空間 「サド侯爵夫人」 12月11日㈯・12日㈰
脚本＝三島由紀夫 演出＝篠本賢一
出演＝篠本賢一 坂本容志枝 花柳妙千鶴 神保麻
奈 杉村誠子他 〈4500円 学生2500円〉 2時開演
銕仙会能楽研修所
※2回【東京】
オリゴ党 「バイオレット・フィズ」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝岩橋貞典
出演＝田中愛積 誉田万里子 有馬ハル 山本香織
成瀬トモヒロ 〈3000円 学生1500円〉 11日3時／
7時 12日11時／3時開演 天満天六・音太小屋
※4回【大阪】
アカルスタジオ 「偽装のサん」
12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝木村僚汰
出演＝東亮太 小田栞 悠木基義 ミヤゴン 星加
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千晴他 〈3000円

学生2000円

日3時／5時30分／8時
開演

アカルスタジオ

配信2000円〉 11

12日11時／1時30分／4時

※6回【大阪】

ハナイトナデシコ 「〜部屋で流すドラマより、ド
ラマが沁みる場所がある〜」 12月11日㈯・12日㈰
脚本・演出＝長田智美

演出＝水沢幸恵

出演＝あかまゆきこ 小澤玲子 上野瑛美 小川香
奈 髙 橋 志 帆 他 〈3000 円 〉 11 日 3 時 30 分 ／ 7 時
12日1時／5時開演

ギャラリーサイズ

※4回【東京】

演劇集団☆邂逅 「
『幸福の王子』
×
『水たまりの王子
さま』
」
脚本・演出＝森野めえ

12月11日㈯・12日㈰

出演＝雨下結音他 〈2000円〉 11日1時30分／4時
30分／7時30分 12日12時／3時／6時開演 spa
ce korallion

※6回【大阪】

てのひらの演劇 「舞え舞えかたつむり」
12月11日㈯～13日㈪
脚本＝別役実 演出＝山田裕幸
出演＝春日井一平 ながいさやこ 〈2500円〉 7時
開演 白子ノ劇場
※2回【静岡】
二宮さよ子ひとり芝居 「卒塔婆小町」
12月11日㈯～13日㈪
脚本＝三島由紀夫 演出＝石川耕士
出演＝二宮さよ子 〈6000円〉 11日6時 他2時／6
時開演 駅前劇場
※5回【東京】
Studio Life 「ぷろぐれす」 12月11日㈯～19日㈰
脚本・演出＝倉田淳
出演＝石飛幸治 曽世海司 関戸博一 松本慎也
緒方和也他 〈6500円 学生3000円 高校生以下
2000円〉 12・19日1時 13・17日7時 14・16日2
時／7時 他1時／6時開演 15日休演 ウエストエ
ンドスタジオ
※12回【東京】
Gin’s Bar＋アクターズ仙台 「Noire―時の名残
り―」
12月11日㈯～26日㈰
脚本＝井伏銀太郎 演出＝西澤由美子
出演＝井伏銀太郎 恋宵 〈3500円 学生2500円〉
3時／7時開演 Quarter Studio
※12回【宮城】
ももちの世界リーディング公演 「黒いらくだ」
12月12日㈰
脚本・演出＝ピンク地底人3号
出演＝青柳糸 岡本理沙 兼本得義 喜多村千尋

河野こころ他 〈1000円〉 2時／6時開演

アゴラ劇場

こまば

※2回【東京】

システマ・アンジェリカ×劇団くるめるシアター
「家出たち」
12月12日㈰
脚本・演出＝おーまち紅音
出演＝秋葉彩弓

カキョ

久世栞鈴

黒川優

皐月

早稲田小劇場どら
※1回【東京】

他 〈無料〉 配信開始時間未詳
ま館

桜美林大学パフォーミングアーツ・レッスンズ 「胎
内」

脚本＝三好十郎

12月12日㈰～19日㈰

演出＝鐘下辰男

出演＝千葉蒼依 依田雄斗 若月大河 〈2000円
学生1500円 高校生以下1300円〉 12日6時 18・
19日1時／6時
美林大学内）

他7時開演

PRUNUS HALL（桜
※10回【神奈川】

SPAC・静岡県舞台芸術センター 「夢と錯乱」

12月12日㈰～19日㈰
脚本＝ゲオルク・トラークル 演出＝宮城聰
出演＝美加理 〈4200円 学生2000円 高校生以下
1000 円 障 が い 者 2900 円 〉 12 日 6 時 18 日 4 時
19日4時30分開演 13～17日休演 舞台芸術公園・
屋内ホール「楕円堂」
※3回【静岡】
演劇ユニットYOU企画 「ソリテュード〈孤独〉
」シ
リーズ」連続一人芝居」
12月13日㈪
脚本＝クスキユウ 小川敦子 演出＝松浦友
出演＝山本周 小川敦子 〈3000円 大学生以下
1500円〉 7時開演 京都府立文化芸術会館
※1回【京都】
団体いぇにちぇり 「Dogs 7days」
12月13日㈪・14日㈫
脚本＝渡辺かずのぶ 演出＝団体いぇにちぇり
出演＝秋葉雄太 有本未咲樹 榎本壮 桶本京香
尾﨑梨乃他 〈無料〉 6時30分開演 大阪芸術大学
新文化クラブハウス 大ホール
※2回【大阪】
コントユニット「サバ缶」「戦え！サバたち」
12月13日㈪～18日㈯
脚本・演出＝吉田佳
出演＝北ゆかり他 〈4500円 配信3500円〉 13日7
時 18日12時
assics

他3時／7時開演 SoapOperaCl
※10回【大阪】

ホリプロ 「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」
12月13日㈪～25日㈯
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脚本＝ブライアン・ヒル
ニール・バートラム
出演＝田代万里生

演出＝高橋正徳

平方元基

太田基裕

作曲＝
牧島輝

〈9000 円 20 歳 以 下 2000 円 〉 16・23 日 1 時 30 分
18・19・25日12時30分／5時 他1時30分／6時開
演 20日休演 よみうり大手町ホール

※22回【東京】

二木てるみ音楽と朗読公演 「赤ひげ診療譚」
脚本＝山本周五郎

12月14日㈫

演出＝森田倫代

出演＝二木てるみ 〈4500円〉 2時／6時30分開演
赤坂RED/THEATER

※2回【東京】

岸田國士短編戯曲実験室 「人間讃歌」
脚本＝岸田國士
出演＝中田春介

12月14日㈫～16日㈭
構成・演出＝三上陽永
串田十二夜

間瀬英正他 〈4000円
15日2時／6時

村上誠基

引間文佳

25歳以下2800円〉 14日7時

16日1時／5時開演

スタジオ空洞
※5回【東京】

コントユニットホムラ 「stupid」
12月14日㈫～16日㈭
脚本・演出＝村角知信
出演＝村角知信 芝原れいち 高木翔 小林雅人
本山裕也 〈1000円 アーカイブ配信800円〉 14日
7時 15日1時／7時 16日1時／6時開演 中野シ
アターかざあな
※5回【東京】
★☆北区AKT STAGE 「熱海殺人事件」
「売春捜査
官」
12月14日㈫～19日㈰
脚本＝つかこうへい 演出＝三浦佑介 杉山圭一
出演＝時津真人 小山蓮司 井上怜愛 尾崎大陸
大滝樹他 〈3300円 学生2000円〉 16・17日2時／
6時30分 18日1時／5時 19日12時／4時 他6時
開演 北とぴあ・ペガサスホール
※10回【東京】
壱人前企画 「ココロの花の咲くころに」
12月14日㈫～19日㈰
脚本＝石井宏明 演出＝壱位仁井
出 演 ＝ 東 由 樹 他 〈6000 円 〉 16・17 日 2 時 ／ 7 時
他7時開演 萬劇場
※10回【東京】
FREE
（S）「クリスマスノやり方 絆―KIZUNA―」
12月14日㈫～26日㈰
脚本＝若尾桂子 演出＝下出丞一
出演＝FREE
（S）〈4000円〉 14・15・21・22・24日
3時30分／7時30分 18・25・26日2時／6時 他7
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時30分開演 19日休演 スタジオFREE（S）
-TYLE

※21回【神奈川】

リーディング新派inエンパク 「十三夜」
12月15日㈬
脚本＝樋口一葉 演出＝齋藤雅文
出演＝波乃久里子

柳田豊

郎 〈無料〉 5時30分開演

伊藤みどり

喜多村緑

大隈記念講堂小講堂
※1回【東京】

KUROGOKU 「鈍色のヘルメット―20歳の闘争―」
脚本＝黒柳安弘

12月15日㈬～19日㈰

演出＝黒田瑞仁

出演＝富川陽花 小坂広夢 片桐健人 小守航平
野田香保里他 〈3200円 学生2500円〉 15日6時
18日1時／6時 19日1時
橋・生館スタジオ

劇団東京座 「から騒ぎ」

他2時／7時開演 中板
※8回【東京】
12月15日㈬～19日㈰

脚本＝ウィリアム•シェイクスピア 演出＝ジェニ
ファー•ストロンガー
出演＝飯富なみだ 高坂千春 原君悠 宮地理 一
条政美他 〈3500円 学生2500円〉 17・18日11時
／3時／6時30分 19日11時／4時30分 他2時30
分／6時30分開演 阿佐ヶ谷アルシェ
※12回【東京】
千葉雅子×土田英生舞台製作事業 「徒花に水やり」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝土田英生
出演＝田中美里 桑原裕子 千葉雅子 土田英生
岩松了 〈4800 円〉 16・18 日 2 時／ 7 時 19 日 2 時
他7時開演 ザ・スズナリ
※7回【東京】
※当公演は下記にて公演有り。
▼ 12 月 22 日㈬・23 日㈭ 〈4800 円〉 22 日 7 時 23
日1時／5時開演 AI・HALL ※3回【兵庫】
backseatplayer 「掌サイズのファンタジー」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝朱木雀空
出演＝藤代海 冨田浩児 真野未華 舩原孝路 坂
元秀平他 〈5000円 アーカイブ配信3000円〉 17
日2時／7時 18日1時／6時 19日1時 他7時開演
シアターグリーン BASE THEATER

※7回【東京】

気晴らしBOYZ 「舞台サルまん」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝田中大祐
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出演＝錦織純平

栗原卓也

ドロン

円〉 16・18日2時／7時 19日12時／4時

他7時

ズ石本
開演

コウガシノブ

杏さゆり他 〈5000円

配信チケット2000

小劇場B1

※8回【東京】

Pカンパニー 「三文オペラ JAPON1947」
脚本・演出＝木島恭

12月15日㈬～19日㈰

原作＝B.ブレヒト

原曲＝

ティーオフィス 「朗読劇×即興劇
『東京晴海選手村

K.ワイル
出演＝大宜見輝彦 みとべ千希己 いまむら小穂
小川恵梨 けろたつや他 〈5500円 65歳以上4500

脚本＝藤原良
出演＝藍村光

時30分 他1時30分／6時30分開演 シアターグ
リーン BOX in BOX THEATER
※7回【東京】

あるある物語』
」

12月15日㈬～19日㈰

演出＝大迫洸太郎
内山幸奈 大塚郁弥

杉島俊輝

谷

始央理他 〈4000円〉 18・19日12時／3時30分／7
時 他7時開演 STUDIOユーキース ※9回【東京】
Voice Works Tokyo 「朗読劇『エターナル』」
脚本＝園田英樹

12月15日㈬～19日㈰
演出＝黒木敦史

出演＝岸尾だいすけ他 〈3500円 ディレイ配信
4000円 3000円〉 18日2時／7時 19日12時／5時
他7時開演

17日休演

studio ZAP!

※6回【東京】

パフォーマンスユニットTWT 「Nice Buddy―
駆け抜けて激情―」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝木村孔三
出演＝井上知優 大西一希 大場真人 黒澤美澪奈
小林龍世他 〈5000円〉 17・18日2時／7時 19日
12時／4時 他7時開演 シアター711 ※8回【東京】
ヒガンノジカン 「Καιρός カイロス」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝柳瀬昌計
出演＝浅井伸治 谷口礼子 〈3000円〉 15日7時
19日2時 他2時／7時開演 シアターシャイン
※8回【東京】
Theater Company〈ARICA〉「ミメーシス Mi
mesis」
12月15日㈬～19日㈰
テクスト・コンセプト＝倉石信乃 演出＝藤田康城
出演＝川口隆夫 安藤朋子 〈4000円 学生2500
円 〉 18 日 3 時 ／ 7 時 30 分 19 日 3 時 他 7 時 開 演
BankART Station
※6回【神奈川】
演劇ユニット東京ナイフ 「アメリカ裁判『Americ
an trial』
」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝内田誠

出演＝井丸かつひこ 林裕司 渡部美和 歌野美奈
子 羽生直人他 〈3000円 学生2000円 配信1800
円〉 16・18日2時／7時 19日12時30分／4時30分
他7時開演 現代座会館
※8回【東京】

円

25歳以下3500円〉 15日6時30分

PLAN N 「風ながるる」
脚本＝泉知束

12月15日㈬～19日㈰

演出＝中村信幸

出演＝黒川進一

田川可奈美

17・19日1

齊藤尊史

印南唯

佐藤みつよ他 〈5500円 配信3500円〉 16日2時／
7時 18日1時／6時 19日12時 他7時開演 王子
小劇場

※7回【東京】

MCR 「あの部屋が燃えろ」 12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝櫻井智也

出演＝澤唯 櫻井智也 日栄洋祐 後藤飛鳥 加茂
井彩音他 〈3500円 学生2000円〉 17日2時／7時
30分 18・19日2時／6時 他7時30分開演 OFF
OFFシアター
※8回【東京】
感謝の日々を 「グレイハウンドの呼応」
12月15日㈬～19日㈰
脚本＝田島聖也 演出＝澤田洋栄
出 演 ＝ 針 谷 早 織 緑 川 良 介 草 場 愛 〈5000 円 〉
15日7時 19日2時 他2時／7時開演 バルスタジ
オ
※8回【東京】
演劇ユニット「みそじん」「紅一点」
12月15日㈬～19日㈰
脚本・演出＝ニシオカ・ト・ニール
出演＝大石ともこ 菊池豪 田上晃吉 生津徹
〈3500円〉 15日7時 18日2時／6時 19日1時 他
2時30分／7時開演 ステージカフェ下北沢亭
※8回【東京】
monophonic orchestra 「Mo’xtra Archive
『912・3R/3C・ス』」
12月15日㈬～20日㈪
脚本・演出＝須貝英
出演＝寺田華佳 小口ふみか 橘花梨 橋爪未萠里
浅野千鶴他 〈3700円 3200円〉 15日7時 18・19
日12時／4時／8時 20日1時／5時
演 APOCシアター

他2時／7時開
※13回【東京】

feblaboプロデュース 「疚しい理由2021」
12月15日㈬～22日㈬
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脚本＝ブラジリィー・アン・山田
出演＝河村慎也

環幸乃

野里茉莉他 〈3000円

演出＝池田智哉

寺園七海

浅見臣樹

小

22歳以下2000円〉 18・19

他8時開演 新宿シア
※10回【東京】

日3時 21・22日3時／8時
ター・ミラクル

サヨナラワーク 「眠れぬ姫は夢を見る」
脚本＝Arry

12月15日㈬～26日㈰

演出＝深寅芥

出演＝彩原双葉 桜羽萌子 丹羽まなえ 美澄優羽
水 野 奈 月 他 〈4300 円 配 信 3000 円 〉 17 ～ 19・
24・25日2時／7時
時開演

劇場HOPE

26日12時30分／3時30分

他7

※18回【東京】

晩餐ヒロックス 「シェイクスピア様ご乱心」
脚本・演出＝高野水登
出演＝大久保樹

田口華

坂口風詩他 〈S席7000円

12月15日㈬～26日㈰

土屋シオン

古賀成美

A席5500円〉 16・22日

1 時／ 7 時 18・19・25 日 1 時／ 5 時 24・26 日 1 時
他7時開演 17・21日休演 ザ・ポケット
※15回【東京】
オフ・ブロードウェイミュージカル 「キッド・
ヴィクトリー」
12月15日㈬～26日㈰
脚本＝グレッグ・ピアース 演出＝奥山寛 作曲＝
ジョン・カンダー
出演＝碧直生 森田浩平 坂口湧久 ひのあらた他
〈8000円〉 17・20・22・24日3時／7時 18・25日1
時／5時 19・26日1時 他7時開演 浅草九劇
※18回【東京】
三栄町LIVE×大山劇団 「STAND BY ME 転生
したらゴスロリ劇団とか社会派闇劇団とか早口アン
グラ楽団とかだった件」
12月15日㈬～26日㈰
脚本＝福井しゅんや 演出＝太田守信
出演＝片瀬直他 〈3800円〉 17・24・25日2時 18
日2時／6時 19・26日1時／5時 他7時30分開演
三栄町LIVE STAGE
※15回【東京】
空に放つ 「水はみどろの宮 朗読と音楽で綴る物
語」
12月16日㈭
脚本＝石牟礼道子 構成・演出:＝丸尾聡
出演＝丸尾聡 椎名倫子 松浦このみ 〈4500円〉
2時／7時開演

MUSICASA

※2回【東京】

劇団ちりりん座 「スミレノハナサクコロ」
12月16日㈭・17日㈮
脚本・演出＝山浦弘靖
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出演＝奥山彭子
枝子

日5時開演
劇場

高取良典

佐々木隆一朗

北澤小

大川愛里他 〈3000円〉 16日1時／7時

17

川崎市アートセンター・アルテリオ小

※3回【神奈川】

大阪文化芸術創出事業実行委員会 「STATION TO
STATION〜あなたの駅のものがたり〜」
脚本・演出＝後藤ひろひと他

12月16日㈭～19日㈰

出演＝福本愛菜 森崎正弘 早川丈二 上田泰三
木内義一他 〈3000円〉 18日1時／5時 19日1時
他6時30分開演

ABCホール

※5回【大阪】

有限会社ワイルドシング 「なごり雪」
12月16日㈭～19日㈰
脚本＝ロロ・タタンカ 演出＝松田優
出演＝松田優 庄田侑右 岡智 砂押正樹
ほり他 〈5500円〉 16日6時30分
30分

ガ東京

18日2時／6時

雪乃し

17日2時／6時

19日12時／4時開演

オメ

※7回【東京】

劇団テアトルジュンヌ 「人でなしの恋」
12月16日㈭～19日㈰
脚本＝江戸川乱歩 脚本・演出＝永田光
出演＝富永茜 石曽根綾花 岸根晃 宮本歩生 宮
本 栞 里 他 〈 無 料 カ ン パ 制 〉 18・19 日 1 時 ／ 6 時
他7時開演 立教大学池袋キャンパス・ウィリアム
ズホール
※6回【東京】
劇団水色革命 「愛で殺して」 12月16日㈭～19日㈰
脚本・演出＝MARU
出演＝松井珠紗 西内琢馬 マツダヒロエ 岩井杏
加 紫都七他 〈S席8000円 A席6500円 自由席
5300円〉 18日1時／5時 19日12時／4時 他2時
／6時開演 ブディストホール
※8回【東京】
OKAMI企画 「ヨコハマ学生演劇フェス2021」
12月16日㈭～19日㈰
脚本・演出＝OKAMI企画
出演＝イマにヒとコへ 枯井戸企画 犬猿も仲 劇
団一向聴 劇団天の河神社他 〈3800円 学生2500
円〉 19日3時 他7時30分開演 スタジオ「HIKA
RI」
※4回【神奈川】
ミュージカル「ヘタリア」製作委員会 「ヘタリア〜
The world is wonderful〜」
12月16日㈭～19日㈰
脚本＝なるせゆうせい 演出＝吉谷晃太朗
出演＝長江崚行 植田圭輔 磯貝龍乎 廣瀬大介
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寿里他 〈9900円〉 16日6時
／6時

17日1時

18日1時

19日12時30分／5時30分開演 COOL JA

PAN PARK OSAKA・WWホール

※6回【大阪】

※当公演は下記にて公演有り。
▼12月23日㈭～31日㈮ 〈9900円〉 25・26・28・
30日1時／6時 31日11時30分／4時30分 他6時開
演

27日休演

ステラボール

TinT! 「頬」

脚本・演出＝染谷歩
出演＝さかい蜜柑 佐川和正

※13回【東京】

12月16日㈭～19日㈰
染谷歩

西岡野人他 〈4000円〉 16日7時
時／7時開演

シアターKASSAI

果てとチーク 「害悪」

脚本・演出＝升味加耀
出演＝伊佐敷尚子 Q本かよ
乃

福井夏他 〈4000円

他2

※6回【東京】

12月16日㈭～19日㈰
進藤チヨ

中島有紀

22歳以下3000円

2500円〉 16日2時／7時30分

18日2時30分／6時30分
場 楽園

内藤裕志

19日2時

配信

17日3時／7時30分

19日1時／5時開演 小劇
※8回【東京】

極東退屈道場 「LG20/21クロニクル」
12月16日㈭～19日㈰
脚本・演出＝林慎一郎
出演＝石原菜々子 小竹立原 加藤智之 小坂浩之
畑中良太他 〈3500円 22歳以下2000円〉 他2時／
7時 19日11時／1時開演 大阪府立江之子島文化
芸術創造センターenoco
※8回【大阪】
FUKAIPRODUCE羽衣 「ニュー甘え子ちゃん太郎」
12月16日㈭～19日㈰
脚本・演出＝糸井幸之介
出演＝深井順子 糸井幸之介 高橋義和 鯉和鮎美
新部聖子他 〈3500円 25歳以下3000円〉 18日2時
／6時 19日2時 他7時開演 森下スタジオ
※5回【東京】
タカハ劇団 「美談殺人」
12月16日㈭～20日㈪
脚本・演出＝高羽彩
出演＝町田水城 柿丸美智恵 高羽彩 福本伸一
〈4400円 25歳以下2500円 18歳以下無料〉 18・
19日2時／6時 20に里2時 他7時開演 駅前劇場
※7回【東京】
メメントC＋山の羊舎 「私の心にそっと触れて〜
愛は記憶されるのか？〜」
12月16日㈭～22日㈬
脚本＝嶽本あゆ美 演出＝山下悟
出演＝外山誠二 白石珠江 駒塚由衣 佐々木研

石井英明他 〈5500円
日1時／6時

学生3500円〉 17日7時

21日2時／7時

ターフィールド

他2時開演

18

新宿ス

※9回【東京】

japnakan 「クリスマス ストーリー 南国のクリ
スマス物語」
12月16日㈭～25日㈯
脚本・演出＝Japnakan

出演＝Japnakan 〈1500円 500円〉 25日2時30分
他7時30分開演 一心寺南会所
※5回【大阪】
アマヤドリ 「水」／「青いポスト」
脚本・演出＝広田淳一

12月16日㈭～26日㈰

出演＝河原翔太 徳倉マドカ 松尾理代 宮川飛鳥
一之瀬花音他 〈4000円 学生2800円 配信チケッ

ト2500円〉 18・25日1時／6時 19・26日11時／4
時 21・22日2時／7時30分 他7時30分開演 新
宿シアタートップス

※16回【東京】

青年団若手自主企画vol.88 宮崎企画 「東京の一
日」
12月16日㈭～26日㈰
脚本・演出＝宮崎玲奈
出演＝立蔵葉子 石渡愛 黒澤多生 南風盛もえ
伊藤拓他 〈2500円 高校生以下500円〉 17・24日
2 時／ 7 時 18・20・25・26 日 2 時 19 日 2 時／ 6 時
他7時開演 21日休演 アトリエ春風舎
※13回【東京】
演劇ユニットZANNEN座 「このゆびとまれ3〜全
部みせます！ZANNEN座冬のお楽しみ会〜」
12月17日㈮
脚本・演出＝鵜濱咲紀
出演＝鵜濱咲紀 廣沢愛 花藤なぎさ 沼田光雄
みき他 〈3800円 映像劇2500円 4時／7時開演
赤坂CHANCEシアター
※2回【東京】
タカモトエンターテイメント 「Christmas Rea
ding Live」
12月17日㈮
脚本・演出＝苅原初紀
出演＝川田妙子 山上兄弟 NagieLane 台尭生
とよた慶樹他 〈3000円 学生2000円〉 4時30分／
7時開演 プラザウエスト・さくらホール
※2回【埼玉】
Naughty Blossom 「Christmas Stories」
12月17日㈮・18日㈯
脚本＝O・Henry 脚本・演出＝明石智水
出演＝菅原純 中村こずえ 石井浩美 樽屋伸 高
野真吾他 〈5000円〉 17日6時30分 18日1時／5
509
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時開演

OJT abecafe

※3回【東京】

関西芸術座 「ブンヤ、走れ！」
脚本＝駒木愼 演出＝門田裕
出演＝菊池彩香 松寺千恵美

12月17日㈮・18日㈯
田中恵理

亀井賢二他 〈4000 円 70 歳以上 3500 円
下・障がい者3000円〉 17日6時
開演 エル・シアター

梅田千絵
25 歳以

18日11時／3時
※3回【大阪】

ナオフクモト×生田萬一人大芝居企画 「WOMEN’S

脚本＝アントン・チェーホフ
出演＝加藤真紀子
ン加藤 〈3500円
開演

道徳ハウス

演出＝寂光根隅的父

寂光根隅的父

池の下 「いわばアラスカ」
脚本＝ハロルド・ピンター

12月17日㈮～19日㈰

演出＝長野和文

出演＝稲川実加 SUMIO 赤松由美 〈4000円〉 17
日7時 18日2時／7時 19日2時開演 劇場MOMO

※4回【東京】

名城大学劇団「獅子」「どろん」

脚本・演出＝生田萬
出 演 ＝ ナ オ フ ク モ ト 〈3000 円 〉 19 日 2 時 ／ 5 時

脚本・演出＝宮脇真渚
出演＝さくら季衣 宮脇真渚

他2時／7時開演

12月17日㈮～19日㈰

at THEATRE

※6回【東京】

演劇計画プラネットナンバー 「プラネットナン
バー3」

12月17日㈮～19日㈰

脚本・演出＝演劇計画プラネットナンバー
出演＝演劇計画プラネットナンバー 〈2500円 学
生1800円〉 17日6時 18日11時30分／3時／6時開
演 布施PEベース
※6回【大阪】

シアターウィング 「マスターと7つの秘密」
12月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝別役慎司
出演＝別役慎司 福澤奈菜 原田ゆか 関口晃弘
飯塚仁菜他 〈4000円 ライブ配信2000円〉 17日7
時30分 18日1時／7時 19日1時／6時開演 シア
ターウィング
※5回【東京】
劇団しようよ 「セミヘブン」

12月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝大原渉平
出演＝西村花織 夏目慎也 南波圭 大柿友哉 波
多野伶奈他 〈3500円 30歳以下3000円 高校生以
下1500円〉 17日6時 18日12時／4時 19日11時
／3時開演 京都芸術センター
※5回【京都】
ゴットサンZ 「ミル貝の逆襲」
12月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝兼子佳那子
出演＝石川真結 江原しおり 緒方七美 柿本亜紀

小林知未他 〈3800円 配信3000円〉 17日7時 18
日2時 19日6時 20日1時 21日5時開演 参宮橋
トランスミッション
※5回【東京】
双身機関 「三人姉妹」
510

12月17日㈮～19日㈰

サイ

他7時

※3回【愛知】

LIFE おんなはおんなである。〜まるごとナオ フク
モト〜」

ナオスケ

学生2000円〉 19日3時

12月17日㈮～19日㈰
松井彩香

近藤壮真

安元勇人他 〈1500円 学生1000円〉 17日7時 18
日11時／3時／7時 19日11時／3時開演 G/Pit

※6回【愛知】

ハネオロシ 「春征くキネマ、桜舞う」
12月17日㈮～19日㈰
脚本＝桐山瑛裕 演出＝土井良祐
出演＝土井良祐 大槻千陽 和田遥奈 薗一輝 後
藤 萌 咲 他 〈S 席 7500 円 A 席 6500 円 〉 17 日 7 時
18日2時／7時 19日12時30分／4時30分開演 シ
アターグリーン BIG TREE THEATER
※5回【東京】
ペペぺの会 「インスタント・レアリスム」
12月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝宮澤大和
出演＝石塚晴日 佐藤鈴奈 熊野美幸 小林彩 新
堀隼弥 〈3000円 学生2500円〉 17日5時 他12時
開演 新宿眼科画廊
※3回【東京】
エイベックス・ピクチャーズ 「新サクラ大戦 the
Stage〜二つの焔〜」
12月17日㈮～19日㈰
脚本・演出＝伊藤マサミ
出演＝関根優那 高橋りな 寒竹優衣 平湯樹里
沖なつ芽他 〈S席11000円 A席8500円 B席6800
円〉 19日12時／5時 他1時／6時開演 THEAT
RE1010
※6回【東京】
排気口 「金曜日から」

12月17日㈮～19日㈰

脚本・演出＝菊地穂波
出演＝井上文華 倉里晴 ケンタウロス骨 刺腹由
紀 佐竹謙伸他 〈3000円〉 17日6時 他2時／6時
開演 阿佐ヶ谷アートスペース・プロット
※5回【東京】
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小骨座 「知らんやつら」

12月17日㈮～19日㈰

脚本・演出＝野木萌葱

出演＝三ヶ日晩

安部洋花

野ゆたか 〈4000円

脚本・演出＝浜間空洞

浜間空洞

宇垣サグ

大路絢か他 〈3500円 高校生以下2500円〉 17日6
時 18日2時／6時 19日11時30分／3時30分開演
神戸アートビレッジセンター
※5回【兵庫】
あゆみ企画 「誰故草」
12月17日㈮～19日㈰
脚本＝高橋恵 演出＝山本正典
出演＝魔瑠 峯素子 是常祐美 鎌田恵弥 山﨑永
莉他 〈3000円〉 17日3時／6時30分 18日11時30

西原誠吾

堀靖明

神農直隆

小

20歳以下3000円〉 18・25日2

時 ／ 6 時 19・26・28 日 3 時 21・23 日 2 時 ／ 7 時
24・27日2時 他7時開演 サンモールスタジオ
※16回【東京】
ジャグリング・ユニット・フラトレス ワークイン
プログレス公演 「わが星」
12月18日㈯
脚本＝柴幸男 演出＝宮田直人
出演＝黒田ゆかり きゃな子 梶原くみ

ツジコウ

大形駿也他 〈2000円〉 6時開演

大東市立

オフィスマウンテン 「体操させ、られ。してやら

劇団WAO！ 「マスカレードな女たち

魅力マト

出演＝大谷能生

出演＝永尾千里

分／3時／6時30分
mmon cafe

19日11時30分／3時開演

※7回【大阪】

れ」
脚本・演出＝山縣太一
田理紗 〈2800円
3時開演

co

出演＝植村宏司

横田僚平

12月17日㈮～20日㈪

岡田勇人

宮﨑輝

25歳以下2500円〉 17日6時

STスポット

鶴

他

※4回【神奈川】

東京ノ温度 「ころぬのことは」
12月17日㈮～21日㈫
脚本・演出＝川島広輝
出演＝水野以津美 後藤星羅 矢萩麻里菜 中尾茅
珠 梅田かんな他 〈3800円〉 18日2時／5時 19
日1時／4時 21日7時 他7時30分開演 nakano
f
※7回【東京】
LIVEDOG GIRLS 「レディ・ア・ゴーゴー!! 2021」
12月17日㈮～26日㈰
脚本＝米山和仁 演出＝伊勢直弘
出演＝横山乃々香 ひまわり 横山舞 神尾ひかり
加藤夏歌他 〈S席7500円 A席6300円 学生3800
円〉 18・19・25日1時／6時 20・22日7時 26日
12時／4時 他2時／7時開演 中目黒キンケロ・シ
アター
※18回【東京】
温泉ドラゴン 「続・五稜郭残党伝〜北辰群盗録」
12月17日㈮～27日㈪
脚本・演出＝シライケイタ
出演＝阪本篤 筑波竜一 いわいのふ健 シライケ
イ タ 香 川 耕 二 他 〈4800 円 25 歳 以 下 3500 円 〉
18・25日1時／5時 19・26日1時 22・24日2時／
7時 27日2時
クシアター倉

他7時開演

20日休演 すみだパー
※14回【東京】

パラドックス定数 「vitalsigns」
12月17日㈮～28日㈫

イチ

総合文化センター・多目的小ホール

リックス編」
脚本＝磯部宗潤
也果

演出＝mai
小嶋尚実

mai他 〈4800円

※1回【大阪】

12月18日㈯

奥田ナオミス

高校生以下1800円

北田沙
LIVE

配信チケット1800円〉 12時／4時15分開演 AiiA
2.5 Theater Kobe
※2回【兵庫】
演劇集団D-03（劇団UNIQUE SEED）「1.3秒の月
光」
12月18日㈯・19日㈰
脚本＝岩崎朋子 橋本佳歩 演出＝黒川ほのか
出演＝足立岳瑠 岩崎朋子 氏田久美子 岡村健一
小林実夢他 〈2000円〉 18日6時 19日1時／5時
開演 一心寺シアター倶楽
※3回【大阪】
遊戯三昧 「女中たちの犯罪劇場」
12月18日㈯・19日㈰
脚本・演出＝遊戯三昧
出演＝島田藍斗 松下美波 陳竹 〈3300円 学生
2300円〉 18日2時／7時 19日2時／6時開演 in
→dependent theatre 2nd
※4回【大阪】
福岡・九州リージョナルシアター2021 「世界は右
側でデキている」
12月18日㈯・19日㈰
脚本・演出＝幸田真洋
出演＝萩尾ひなこ 的野将幸 宮木秀明 悠乃 仲
千恵他 〈2000円〉 18日2時／6時 19日2時開演
レソラNTT夢天神ホール
※3回【福岡】
スキンヘッドカメラ岡本 「メリークリスマス ミス

ター サンタクロース」
12月18日㈯・19日㈰
脚本・演出＝岡本雄矢
出演＝内田翔太 木村早陽 木村優哉 五島基愉
佐々木寧音他 〈2500円〉 18日2時／6時30分 19
日12時／5時開演 扇谷記念スタジオ・シアター
511
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ZOO

※4回【北海道】

SPAC・静岡県舞台芸術センター 「Le Tambour
de soie 綾の鼓」
12月18日㈯・19日㈰
脚本・演出＝伊藤郁女 笈田ヨシ
出演＝伊藤郁女 笈田ヨシ 〈4200円 学生2000円
高校生以下1000円〉 18日7時
芸術劇場

19日2時開演

静岡

※2回【静岡】

「みんなの劇場」こどもプログラム 「かむじゆうの
ぼうけん〜はじまりのクリスマス〜」
脚本・演出＝まいやゆりこ

12月18日㈯・19日㈰

出演＝芦谷康介 大熊ねこ 葛西健一 仲谷萌 山
谷一也他 〈2300円 子ども700円〉 10時／2時開
演

AI・HALL

劇団もりのべる 「夏の鱗」
脚本・演出＝小山田いまり

※4回【兵庫】

12月18日㈯・19日㈰

出演＝細川麻菜 川崎詩織 大倉真衣 小山詩歌
佐藤秀星 〈1000円 高校生以下500円〉 2時開演
いわてアートサポートセンター・風のスタジオ
※2回【岩手】
演り人知らズ 「ちかちゃんと巣立つ鳥たちの明日」
12月18日㈯・19日㈰
脚本＝児玉健吾 演出＝紺野ぶどう
出演＝林菜々子 いば正人 尾國裕子 〈1500円〉
2時／4時開演 グランツ名古屋
※4回【愛知】
shelf 「バイオ・グラフィ：プレイ（1984）」
12月18日㈯・19日㈰
脚本＝マックス・フリッシュ 演出＝矢野靖人
出演＝川渕優子 三橋麻子 沖渡崇史 綾田將一
横田雄平 〈3000円 学生2000円 配信2000円 学
生1000円〉 5時開演 Joint Gallery ※2回【東京】
青山学院大学演劇研究会 「お兄ちゃんとは暮らせ
ない」
12月18日㈯・19日㈰
脚本＝楽静 演出＝鴻上夏海
出演＝朝原健翔 志牟田真希 〈フリーカンパ制〉
18日12時／3時 19日12時／3時／7時開演 北池
袋・新生館シアター
※5回【東京】
私たちは息をする 「しまい」 12月18日㈯・19日㈰
脚本＝こひらみかん 演出＝湯前冴里
出演＝にいはなこ 池田淑乃 〈3000円〉 18日2時
／6時 19日1時／5時開演 アトリエ5-25-６
※4回【東京】
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Music Program TOKYO シアター・デビュー・

プログラム 「平常×宮田大
『Hamlet ハムレット』
」
12月18日㈯・19日㈰

脚本・演出＝平常
出演＝平常他 〈S席5500円 A席4400円 B席2200
円 25歳以下2200円 18歳以下1100円〉 2時開演
東京文化会館・小ホール

※2回【東京】

柿喰う客 「恋人としては無理」
脚本・演出＝中屋敷法仁
出演＝牧田哲也
だ恭兵

大村わたる

12月18日㈯・19日㈰
加藤ひろたか

蓮井佑麻他 〈3800円

とよ

25歳以下2500円

高校生以下1800円〉 18日2時／6時 19日2時開演
仙台市宮城野区文化センター・パトナシアター

※3回【宮城】

コトバとカラダの研究所 「音楽劇『母様にお伝えな
さい、王子様』」

12月18日㈯・19日㈰

脚本・演出＝だるままどか
出演＝大津眞理子 福塚すみれ ようすけ 菊池啓
彩歌他 〈3000円 18歳未満・60歳以上1500円 13
歳未満無料〉 18日4時／7時30分 19日2時／5時
開演 おやこカフェ「ほっこり村」
※4回【奈良】
CEDAR 「群盗」
12月18日㈯～26日㈰
脚本＝ヨーハン・フリードリヒ・フォン・シラー
演出＝松森望宏
出演＝フクシノブキ 高崎かなみ 桧山征翔 岸本
勇 太 渡 邉 響 他 〈7800 円 〉 20・22 日 6 時 30 分
24・26日1時 他1時／6時30分開演 赤坂RED/
THEATER
※14回【東京】
PLAY/GROUND Creation 「Navy Pier 埠頭に
て」
12月18日㈯・19日㈰
脚本＝ジョン・コーウィン 演出＝井上裕朗 池内
美奈子
出演＝青柳尊哉 加藤理恵 中丸シオン 渡辺邦斗
永嶋柊吾他 〈7000円 24歳以下3500円〉 18日7時
30分 19・25日12時／3時30分 他3時30分／7時
30分 26日12時開演 20日休演 横浜赤レンガ倉
庫1号館
※14回【神奈川】
うさぎストライプ 「ゴールデンバット」

12月19日㈰
脚本・演出＝大池容子
出演＝菊池佳南 〈2000円〉 2時／5時開演 三重
県文化会館
※2回【三重】
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劇団M.M.C 「星の王子さま」
脚本・演出＝天野まり

12月19日㈰

作曲＝竹田えり

出演＝劇団M.M.C 〈4500円

3300円

配信チケッ

ト3000円〉 1時30分／5時30分開演 穂の国とよ
はし芸術劇場PLAT・主ホール
※2回【愛知】
松永企画 「再生産」

12月19日㈰

脚本・演出＝田路優月
出演＝松永和真 〈無料〉 1時／4時開演
スの森

イカロ

※2回【兵庫】

リーディングミュージカル 「雪色オルゴール」
脚本＝まきりか
出演＝森山大輔

演出＝橋本昭博
富田明里 南智子

12月19日㈰

田代明

趙京

來 阿久津菜摘他 〈2999円 子ども1499円〉 5時
30分開演 日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」

※1回【東京】

人形劇団ひぽぽたあむ 「ふたりのお話」
12月19日㈰
脚本＝さとうわきこ 構成・演出＝山根裕子
出演＝永野むつみ 花岡沙織 新堂素子 大沢直
〈2000円〉 2時開演 芸能花伝舎1年1組パペットシ
アター
※1回【東京】
さいたまゴールド・シアター最終公演 「水の駅」
12月19日㈰～26日㈰
脚本＝太田省吾 演出＝杉原邦生
出演＝石井菖子 石川佳代 大串三和子 小渕光世
葛西弘他 〈4500円 25歳以下3000円〉 19日5時
他1時開演 21日休演 彩の国さいたま芸術劇場・
大ホール
※7回【埼玉】
劇団ドクトペッパズ 「うしのし」
12月20日㈪・21日㈫
脚本＝劇団ドクトペッパズ 演出＝古賀彰吾
出演＝大山晴子 古賀彰 吾 下 村 界 土 井 真 波
〈3000円 学生1000円 中学生以下無料〉 ⑳㈰7時
30分 21日4時30分／7時30分開演 WAKABAC
HO WHARF 若葉町ウォーフ
※3回【神奈川】
名取事務所 「4Arts4Live―演劇・音楽・映像・
アート刺繍―」
12月21日㈫

脚本＝別役実 演出＝扇田拓也
出演＝新井純 斉藤淳 大橋繭子 武井佳子 四家
卯大 〈5000円 70歳以上・ハンディキャップ3500
円 学生1500円 高校生以下500円〉 1時／7時開
演 小劇場B1
※2回【東京】

ROLE PLAYING CINEMA 「ヒーロー・エスケー
プ vol.0〜リアリティー・ショーへようこそ〜」

12月21日㈫

脚本＝近藤輝一 演出＝内田達也
出演＝近藤輝一 矢野渡来偉 北野秀気 北中僚介
長山智史他 〈3800円〉 3時／5時開演 Nazuna
京都椿通

※2回【京都】

むさしの芝居塾 「プラザ・スイート」
脚本＝ニール・サイモン
一

出演＝原田大二郎

12月21日㈫・22日㈬
演出＝初瀬健大 服部健

針谷理繪子

高橋佑一郞

服部

健一 蒔田将大他 〈4500円〉 1時／6時開演 く
にたち市民芸術小ホール
※4回【東京】
YUTARO TANI 「CLAP!-in the circus-with
Christmas story」

脚本・演出＝斉藤一輝

12月21日㈫・22日㈬

出演＝YUTARO TANI 〈6500円〉 21日3時／6時
22日12時／4時30分開演 浦安市民プラザWave101
※4回【千葉】
Light Seekers 「愛する人へ エディット・ピア
フ物語」
12月21日㈫・22日㈬
脚本・演出＝Light Seekers
出演＝大國千緒奈 川波幸恵 〈A席5000円 B席
4000 円〉 21 日 6 時 30 分 22 日 2 時／ 6 時 30 分開演
ぽんプラザホール
※3回【福岡】
楽園王 「脱兎を追う」
12月21日㈫～26日㈰
脚本・演出＝長堀博士
出演＝林美月 本堂史子 イトウエリ あべあゆみ
黒田智栄他 〈3800円〉 23日2時／6時 26日11時
／3時30分 他6時開演 d-倉庫
※8回【東京】
JACROW 「パブリック・リレーションズ」
12月21日㈫～26日㈰
脚本・演出＝中村ノブアキ
出演＝芦原健介 江口逢 狩野和馬 小平伸一郎
佐藤貴也他 〈3500円〉 23・25日2時／7時 24日2
時 26日1時／5時 他7時開演 雑遊
※9回【東京】
爆走おとな小学生 「ハローハローポピーポピー」
12月21日㈫～26日㈰
脚本＝和久井大城 演出＝林千浪
出演＝山中健太 山中翔太 夏目愛海 片山浩憲
平山笑美他 〈S席7500円 A席5500円〉 23・24日
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2時／7時

他7時開演
EATER

25 日 1 時 ／ 6 時

26 日 12 時 ／ 4 時 30 分

シアターグリーン

BOX in BOX TH

※10回【東京】

Superb Sick Squad 「クリスマスおジャマシマ
ス」

12月22日㈬～26日㈰

脚本・演出＝朱木雀空

無風ズ 「銭ゲバァ！６0分〜蒲田風〜」
12月21日㈫～26日㈰

出演＝太田彩佳 青木愛 沼舘ミオ 奥平富美香
大河原生純他 〈4500円 アーカイブ配信3000円〉
24・25日2時／7時 26日12時／4時 他7時30分開

出演＝無風ズ 〈3000円〉 21日7時 24・26日1時
25日1時／4時 他3時／7時開演 ギャラリー南製

KKTプロデュース 「オサエロ」

脚本・演出＝小林顕作

作所

※9回【東京】

WBB 「ウエスタンモード」 12月21日㈫～26日㈰
脚本＝*pnish*

演出＝佐野大樹

森崎博之

出演＝原嘉孝 冨岡健翔 赤澤燈 佐藤永典 橋本
汰斗他 〈7800円〉 22・28日1時 25・26日1時／6
時 他6時開演
ペース・ゼロ

こくみん共済 coop ホール／ス
※10回【東京】

もじゃもじゃ頭とへらへら眼鏡 「朗読劇ヒヨコマ

メスープの味」
12月22日㈬
脚本＝河田唱子 演出＝笹浦暢大
出演＝中崎りつか 森澤碧音 和木亜央 伊藤南咲
江畑浩規他 〈3000円 学生1500円 録画配信2000
円〉 3時／7時開演 大岡山劇場
※2回【東京】
劇団NAKED 「BREAKERS―人生まだまだこれ
から―」
12月22日㈬～24日㈮
脚本・演出＝對馬香
出演＝伊藤友樹 對馬香 別府且哉 甲斐あやか
高島洋樹他 〈4500円 学生3000円 未就学児2000
円 オンデマンド配信3500円〉 22日7時30分 23
日2時30分／7時30分 24日2時30分／6時開演 川
崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
※5回【神奈川】
野生児童 「サワートラベル」 12月22日㈬～25日㈯
脚本・演出＝渡辺カズキ
出演＝有田あん 〈3200円〉 25日12時／4時 他4
時／8時開演 ステージカフェ下北沢亭
※8回【東京】
壱劇屋 「二ツ巴 ―FUTATSUDOMOE―」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝竹村晋太朗

出演＝須藤茉麻 谷川愛梨 岡村圭輔 小林嵩平
竹 村 晋 太 朗 他 〈S 席 6500 円 A 席 6000 円 学 生
3500円〉 22日6時30分 25日1時／5時 26日12時
／4時 他2時／6時30分開演 シアターグリーン
BIG TREE THEATER
※9回【東京】
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演

千本桜ホール

脚本＝藤森一朗

出演＝黒木文貴

※8回【東京】

12月22日㈬～26日㈰
演出＝中島大地
石田隼

〈5500円〉 24日2時／7時
時／4時

他7時開演

橋本全一

松木わかは

25日1時／6時

26日12

テアトルBONBON
※8回【東京】

CACHU!NUTS 「セーラー服を溶かさないで」
脚本・演出＝中嶋康太

12月22日㈬～26日㈰

出演＝川口知夏 熊谷有芳 秋本雄基 浅利ねこ
〈3000円〉 23日7時 25・26日1時／6時 他2時／
7時開演 イズモギャラリー
※9回【東京】
Jr.5 「硝子はオバサン」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝小野健太郎
出演＝奥田努 小野健太郎 姜暢雄 力徳旺 田中
佑果他 〈5000円〉 24日2時／7時30分 25日2時
／6時 26日1時／5時 他7時30分開演 ウエスト
エンドスタジオ
※8回【東京】
ぱすてるからっと 「イモーラル・ディテクティブ」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝佐藤颯
出演＝ぱすてるからっと 〈S席7500円 A席6500
円〉 24日2時／7時 25日2時／6時30分 26日12
時／4時 他7時開演 新宿村LIVE
※8回【東京】
大川企画 「sit at the table」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝冨坂友
出演＝浅見紘至 国崎恵美 岡部直弥 青柳美希
中三川雄介他 〈5000円 高校生以下3500円〉 22
日7時 26日1時／5時 他2時／7時開演 高田馬
場ラビネスト
※7回【東京】
イノチガケ 「命賭〜絶対だな？命かけるか？！」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝西島巧輔
出演＝福島マリコ 岩田和浩 広山詞葉 〈4000
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円〉 23日2時／7時 25・26日2時／6時
演

小劇場 楽園

他7時開

※8回【東京】

小田尚稔の演劇 「レクイヱム」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝小田尚稔
出演＝加賀田玲

河原舞

久世直樹

田隼也他 〈3400円〉 22日7時
SCOOL

鈴木睦海

高

他2時／7時開演
※9回【東京】

12月22日㈬～26日㈰

脚本＝高梨由

演出＝西永貴文

出演＝劇団たいしゅう小説家 〈6500円〉 23日2時
25日2時／6時
場

26日12時／4時

他7時開演 萬劇
※7回【東京】

西荻窪芸術センター 「ハムレット」
脚本＝シェイクスピア

12月22日㈬～27日㈪
演出＝大久保美智子

劇団俳優難民組合 「絢爛とか爛漫とか」

出演＝三村聡 大久保美智子 中川佐織 星善之
高島領也他 〈4000円 25歳以下3500円 配信2500

脚本＝飯島早苗

分開演

12月22日㈬～26日㈰

演出＝山田隼平

出演＝山田隼平 岡田篤弥 竹岡直紀 ふじおあつ
や 〈3000円 学生2000円 18歳以下500円〉 26日
12時／5時

他2時／7時開演

王子小劇場
※10回【東京】

劇団アレン座 「いい人間の教科書。」

12月22日㈬～26日㈰

脚本・演出＝鈴木茉美
出演＝財木琢磨 富本惣昭 磯野大 宮城紘大 大
平峻也 〈9600円 7600円 4800円〉 23日6時 25
日 1 時 ／ 5 時 26 日 12 時 ／ 4 時 他 1 時 ／ 6 時 開 演
新宿FACE
※9回【東京】
戯曲組 「エアスイミング」 12月22日㈬～26日㈰
脚本＝シャーロット・ジョーンズ 演出＝戯曲組
出演＝渡辺梓 吉村元希 〈5000円 25歳以下2500
円〉 25・26日2時 他7時開演 アトリエ戯曲組
※5回【東京】
The end of company ジエン社 「何もしない園」
12月22日㈬～26日㈰
脚本・演出＝山本健介
出演＝善積元 高橋ルネ 〈3500円 18歳以下1100
円 〉 24・26 日 2 時 25 日 2 時 ／ 7 時 他 7 時 開 演
神楽坂セッションハウス2階ギャラリー
※6回【東京】
トリプルコア 「卒業後の温め方」
12月22日㈬～26日㈰
脚本＝安藤亮司 しょっぴー 演出＝尾崎真一
出演＝谷知恵 天野なつ 森遼 佐藤慎亮 東達也

他 〈4000円 高校生以下1000円〉 25日1時／6時
26日12時／4時 他7時開演 コフレリオ新宿シア
ター
※7回【東京】
劇団たいしゅう小説家 「菜々絵の探偵物語Ⅱ」

円〉 24～26日1時／6時30分
シアターグリーン

27日1時

他6時30

BASE THEATER

※9回【東京】

獅子の如く 「獅子の如く〜戦国湯舟評定〜厳冬の
陣」
12月22日㈬～27日㈪
脚本＝藤原良

演出＝田中優樹

出演＝田中梨瑚

前川歌音

内木志

木下綾菜

窪

田美沙他 〈9800円〉 25・26日1時／6時 27日12
時／5時 他1時／7時開演 六行会ホール
※12回【東京】
みょんふぁひとり芝居 「母 My Mother 崔承喜
物語」
12月22日㈬～28日㈫
脚本・演出＝鄭義信
出演＝みょんふぁ 〈3800円〉 23日2時／7時 25
日1時／6時 26・28日2時 他7時開演 シアター
711
※9回【東京】
ENGISYA THEATER COMPANYリーディング
公演 「KENJIの妹」
12月22日㈬～28日㈫
脚本・演出＝大村未童
出演＝大竹華 中村蓮 大地薫 水上多楽 松田周
他 〈投げ銭制〉 26・28日2時 他7時開演 KISY
URYURI THEATER
※7回【東京】
ゆうめい 「娘」
12月22日㈬～29日㈬
脚本・演出＝池田亮
出演＝岩瀬亮 大石将弘 大竹このみ 木村美月
高野ゆらこ他 〈4500円 22歳以下2500円 高校生
以 下 1500 円 〉 25・29 日 2 時 26・28 日 2 時 ／ 7 時
他7時開演 ザ・スズナリ
※10回【東京】
マチルダアパルトマン 「マンホールのUFOにのっ
て」
12月22日㈬～30日㈭
脚本・演出＝池亀三太
出演＝松本みゆき 宮地洸成 宍泥美 大垣友 久
間健裕他 〈3000 円 25 歳以下 2500 円 18 歳以下
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100円〉 25日2時／7時 26日2時

1時30分／5時30分 30日1時30分
日休演

OFF OFFシアター

28日5時

29日

他7時開演

27

※10回【東京】

依田達哉他 〈4800円
6時

キタ

26日1時／5時

子ども2500円〉 25日2時／

他2時／7時30分開演

ココ

※8回【東京】

Bobjack Theater 「
『ロング・グッドバイ』ノッ
キンオンアナザードア」
12月22日㈬～31日㈮

dysmic Entertainment 「人間泥棒―元小泥棒
の夢―」
12月23日㈭～26日㈰

出演＝丸山正吾 小島ことり 的場司 蜂巣和紀
池澤汐音他 〈6000円〉 25・26日1時／6時 29・

出演＝高橋卓士 山科諒馬 大塚瑞季 丸山泰右
松原剛志他 〈S席7000円 A席6000円〉 25・26日

脚本＝守山カオリ

30日2時／7時

演出＝扇田賢

他7時開演

シアターKASSAI
※14回【東京】

合同会社ルナワード 「青と緑の美しい星 The EA
RTH SONG」
脚本・演出＝ホリエフジト

12月23日㈭

出演＝EBIKEN 大前光市 大柴拓磨 末富凜太朗
あんこ他 〈S席15000円 A席8800円 一般6500円
子ども3500円〉 1時／6時開演
PARK OSAKA・TTホール

COOL JAPAN

※2回【大阪】

シニア演劇倶楽部うつろ座 「賢治〜宮沢賢治ヲ読
ム〜」
12月23日㈭・24日㈮
脚本＝宮沢賢治 演出＝小熊ヒデジ
出演＝あみあみ いしいゆみ 小関英明 海馬武
川田耐子他 〈1000円 高校生以下800円〉 23日7
時 24日11時／3時開演 尾張旭市文化会館・あさ
ひのホール
※3回【愛知】
壱劇屋イマーシブシアター 「クリスマス・アン
ダーグラウンド」
12月23日㈭～25日㈯
脚本・演出＝大熊隆太郎
出演＝北脇勇人 谷美幸 半田慈登 松田康平 湯
浅春枝他 〈3000円 高校生以下1000円〉 23日5時
／7時30分 24日2時／5時／7時30分 25日11時／
1時30分／4時／6時30分開演 門真市民文化会館
ルミエールホール・大ホール
※9回【大阪】
早稲田大学劇団木霊 「はらいそ少女解脱教」
12月23日㈭～25日㈯
脚本・演出＝すみたしおん
出演＝菅原茉利奈 すみたしおん 橘美海 ホシダ
マサオミ 細谷天歩他 〈フリーカンパ制〉 23日5
時 24日1時／5時30分 25日1時開演 劇団木霊
アトリエ
※4回【東京】
UtervisionCompanyJapan 「三島由紀夫『サー
カス』
」
12月23日㈭～26日㈰
脚本＝三島由紀夫 演出＝佐次えりな
出演＝佐次えりな 森田智博 佐藤康道 永田雄也
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脚本・演出＝高橋伊久磨

1時／5時

他7時開演

ABCホール

※6回【大阪】

札幌ハムプロジェクト 「サンタのひと」
脚本・演出＝すがの公
出演＝飯野智行 傍嶋史紀

12月23日㈭～26日㈰

すがの公

中塚有里

平田咲彩他 〈3000円 学生2000円 小学生1000
円〉 25・26日2時 他7時開演 扇谷記念スタジ

オ・シアターZOO

※4回【北海道】

ハトノス 「毒の島には近づかない」
12月23日㈭～26日㈰
脚本・演出＝青木文太朗
出演＝渡邉守 経塚祐弘 村山新 林揚羽 野田詩
他 〈3500円 学生2000円〉 23日7時30分 24日2
時／7時30分 25日1時／6時 26日11時／3時開演
現代座会館
※7回【東京】
盆栽サイダー 「99―TSUKUMO―」
12月23日㈭～27日㈪
脚本・演出＝矢崎ケンスケ
出演＝下山真佑郎 浅尾啓史 河西剛徳 平野創也
輝生他 〈5000円 配信チケット3000円〉 27日12
時／4時30分 他2時／7時開演 武蔵野芸能劇場・
小劇場
※10回【東京】
家のカギ 「お祈り申し上げます」
12月23日㈭～27日㈪
脚本・演出＝高村颯志
出演＝五十嵐恵美 高村颯志 山田奈々緒 秋山拓
海 木嶋愛理奈他 〈3000円 高校生以下500円〉
25・26 日 2 時 ／ 7 時 27 日 1 時 ／ 5 時 他 7 時 開 演
GALLERY2511
※8回【東京】
ネコ脱出 「あめちゃんシャワー」

12月23日㈭～27日㈪
脚本・演出＝高倉良文
出演＝高倉良文 朴贊革 迫真由美 杉田麻由香
出 口 沙 紀 他 〈4000 円 〉 23 日 6 時 30 分 27 日 2 時
他2時／6時30分開演 「劇」小劇場
※8回【東京】
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イサカライティング 「おわれる」

ブルーエゴナク 「ブレックファスト・マボロシ・

脚本・演出＝小野晃太朗

脚本・演出＝穴迫信一

12月24日㈮・25日㈯

出演＝毛利悟巳 新田佑梨 矢部祥太 〈2000円
26歳以下1000円 高校生以下無料〉 24日1時／5時
25日11時／3時開演 城崎国際アートセンター
※当公演は下記にて公演有り。
▼12月29日㈬・30日㈭ 〈2000円

※4回【兵庫】

26歳以下1000

円 高校生以下無料〉 29日2時／6時 30日11時／
3時開演 こまばアゴラ劇場 ※4回【東京】
演劇企画オフィス・アートプラン 「オー・ハッ

ピー・デイ―ファイブ パートⅡ―」
12月24日㈮～26日㈰
脚本＝高橋いさを 演出＝堀之内良太
出演＝寺内淳志 清水伸 伊藤俊輔 江島雄基
之内良太 〈5000円〉 26日2時
アトリエファンファーレ東新宿

堀

他2時／7時開演

※5回【東京】

早稲田大学舞台美術研究会 「能楽堂の甕の中には
涙の海が広がっている」
12月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝中荄啾仁
出演＝緒方匠 角田優衣 田中豪 星りこ 増田悠
梨 〈フリーカンパ制〉 24日5時 25日11時／4時
26日11時開演 早稲田大学学生会館 ※4回【東京】
趣向 「パンとバラで退屈を飾って、わたしが明日
も生きることを耐える。
」
12月24日㈮～26日㈰
脚本＝オノマリコ 演出＝扇田拓也
出演＝KAKAZU 伊藤昌子 海老根理 大川翔子
榊原美鳳他 〈3500円 24歳以下1000円 配信チ
ケット2000円〉 24日6時 25日1時／6時 26日11
時開演 スタジオ
「HIKARI」
※4回【神奈川】
crewimburnny 「null」
12月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝菅尾なぎさ
出演＝阿竹花子 丹野晶子 佐藤想子 桑原史香
杏あきこ他 〈4000円 配信2500円〉 24日7時 他
2時／7時開演 THE MODULE roppongi
※5回【東京】
劇団ウィステリウム 「FAKE・HOMEY．」
12月24日㈮～26日㈰

脚本＝藤本紀世彦 演出＝小泉憂斗
出演＝エンジェル 滝元美貴 澤藤壮 印波美里
媛上らんの他 〈3500円 配信2000円〉 26日1時／
5時 他2時／6時開演 小劇場てあとるらぽう
※6回【東京】

クラブ」

12月24日㈮～26日㈰

出演＝平嶋恵璃香 小関鈴音 溝口竜野 隠塚詩織
なかむらさち 〈3000円 24歳以下2500円〉 24日7
時30分 他2時開演 枝光本町商店街アイアンシア
ター

※3回【福岡】

劇団東京乾電池 「カラカラ天気と五人の紳士」
脚本＝別役実

12月24日㈮～26日㈰

出演＝前田亮輔

演出＝柄本明
青木誠人

高田ワタリ

川崎勇人他 〈2000円〉 2時／6時開演
乾電池

矢戸一平

アトリエ

※6回【東京】

たちかわ創造舎 「ピノッキオの冒険」
12月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝倉迫康史
出演＝平佐喜子

小林至

林周一

岩坪成美

林大

樹 〈2000円 中高生1000円 小学生以下500円 3
歳児以下膝上無料〉 24日3時 他11時／3時開演
たましんRISURUホール
※5回【東京】
空想実現集団TOY’sBOX 「ヒマワリ畑で捕まえ
て。クリスマスに。」
12月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝青瀬ハルカ
出演＝青瀬ハルカ 木村未来 村上悠太 百日一真
横井めぐ美他 〈3200円〉 24日7時 25日2時／7
時 26日1時／6時開演 北池袋・新生館シアター
※5回【東京】
劇団スポーツ 「南瓜色の兄弟へ」
12月24日㈮～26日㈰
脚本・演出＝内田倭史 竹内蓮 田島実紘
出 演 ＝ 内 田 倭 史 竹 内 蓮 田 島 実 紘 〈2700 円 〉
24日2時／6時 他11時／2時／6時開演 RAFT
※8回【東京】
STAR☆JACKS 「遺魂の剣」
12月24日㈮～27日㈪
脚本＝天道満彦 演出＝ドヰタイジ
出演＝ドヰタイジ 浜口望海 寺井竜哉 下浦貴士
藤澤アニキ他 〈S席5000円 A席4500円〉 24日7
時 27日1時 他1時／6時開演 in→dependent
theatre 2nd

※6回【大阪】

新宿梁山泊 「少女仮面」
12月24日㈮～27日㈪
脚本＝唐十郎 演出＝金守珍
出演＝大久保鷹 近童弐吉 水嶋カンナ のぐち和
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美

紅日毬子他 〈5000円

時開演

芝居砦・満天星

学生3500円〉 2時／7

※8回【東京】

メディリリ 「まむかいのおじさん」
12月24日㈮～29日㈬
脚本・演出＝メディリリ
出演＝三上俊他 〈4000円〉 24・27日6時
時／4時

他1時／6時開演

29日12

小劇場B1
※10回【東京】

作曲家加羽沢美濃＆パーカッショニスト池上英樹が
贈る音楽朗読劇 「選択のとき」

小﨑彰一他 〈2000円

25歳以下1000円

者・高校生以下無料〉 2時開演

障がい

シアターねこ

※2回【愛媛】

Theatre Company カクシンハン実験公演 「ジュ
リアス・シーザー」
12月25日㈯・26日㈰
脚本＝W. シェイクスピア

演出＝木村龍之介

出演＝藍実成 有馬初香 五十嵐遥佳 猪狩綾 植
田悠他 〈3000円〉 25日7時 26日11時／3時開演
シアター風姿花伝

※3回【東京】

12月25日㈯

劇団ぽっぷこーんじゃんぷ 「浜松と一宮の架け

出演＝加羽沢美濃 池上英樹 藤田弓子 寺田有希
汐美真帆他 〈5000円〉 2時30分開演 ヤマハホー

12月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝劇団ぽっぷこーんじゃんぷ

脚本＝藤田委甫

ル

演出＝前田倫良

※1回【東京】

もりたみどりひとり芝居 「しろくろあいまい」

12月25日㈯

脚本・演出＝森田翠
出演＝森田翠 〈1500円〉 2時／5時開演 コミュ
ニティビル
「める・びる」
める座
※2回【富山】
水戸芸術館ACM劇場 「目指せ ミュージカル水戸
黄門？〜冬の陣〜」
12月25日㈯・26日㈰
脚本＝井上桂 演出＝橋本昭博
出演＝安達勇人 神田真紅 はなわちえ ICHI
高根正樹他 〈S席4500円 A席4000円〉 2時開演
水戸芸術館ACM劇場
※2回【茨城】
ゲッコーパレード 「劇場Ⅰ プロローグ」
12月25日㈯・26日㈰
脚本＝崎田ゆかり 演出＝黒田瑞仁
出演＝崎田ゆかり 〈3000円 24歳以下2500円 高
校生以下500円〉 25日2時／7時 26日1時／5時開
演 テルプシコール
※4回【東京】
劇団ちりぢり 「ああ青春のサイケデリック・ヘイ
テン・セール」
12月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝藤原瑞基
出演＝荒井香澄 伊藤栞 日坂さと 藤原瑞基 本
田瑶子他 〈2000円 大学生以下1500円〉 25日2時
／7時30分 26日11時／3時開演 いわてアートサ
ポートセンター・風のスタジオ
※4回【岩手】
古典戯曲アソート 「ノイジー」
12月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝西村和宏
出演＝岩渕敏司 斉藤かおる 鈴木智香子 滝香織
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橋。中間地点はとよはしでした。」

出演＝劇団もるもっと Iならアイせ 〈900円 学
生700円〉 25日4時 26日10時開演 穂の国とよは
し芸術劇場PLAT・創造活動室B

※2回【愛知】

ルサンチカ 「GOOD WAR」 12月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝河井朗
出演＝伊奈昌宏 諸江翔大朗 渡辺綾子 〈1000
円〉 2時／6時開演 こまばアゴラ劇場
※4回【東京】
Unit寝児ノ夢 「Crimes of the Heart」
12月25日㈯・26日㈰
脚本＝Beth Henley 演出＝松本梨花
出演＝松本梨花 岸本恵和 幡乃美帆 青草猫 岡田
ヒビキ他 〈無料カンパ制〉 1時／6時開演 green
＆garden
※4回【京都】
劇団HALLJACK 「君の、空知らぬ雨〜雨の章〜」
12月25日㈯・26日㈰
脚本＝水島響 演出＝三島歩
出演＝劇団 HALLJACK 〈2500 円 中高生 500 円
小学生以下無料〉 25日5時 26日1時開演 枚方公
園青少年センター
※2回【大阪】
にほひ 「かえりたい」
12月25日㈯・26日㈰
脚本・演出＝古後七海
出演＝井上多真美 岡田望 下野佑樹 空本奈々
和中香穂 〈3000円 25歳以下2800円 高校生以下
1000円 配信チケット1000円〉 25日3時／7時 26
日11時／5時開演

ウイングフィールド
※4回【大阪】

演劇ユニットnoyR 「Beautiful Land」
12月25日㈯・26日㈰
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脚本・演出＝樋口ミユ
出演＝大木実奈

仲道泰貴

平井光子他 〈3000円

大竹ココ

黒木佳奈

18歳以下500円〉 25日2時

脚本・演出＝坂本泰裕

出演＝Rave Amenity 〈6000円
日2時／7時

30日2時

／7時 26日2時開演 WAKABACHO WHARF
若葉町ウォーフ
※3回【神奈川】

ターフィールド

桃源郷行きたい×劇団森 「ゆうきが

正な秘密倶楽部のすゝめ〜」

たりない‼」

12月25日㈯～27日㈪

脚本・演出＝前田愛佳

出演＝あいざわ A_bad_guy 今井茉莉江 おた
け カシワ他 〈フリーカンパ制〉 25日7時30分
26日1時／5時30分 27日1時開演
どらま館

早稲田小劇場

※4回【東京】

5000円〉 27～29

他1時／6時開演

新宿ス

※11回【東京】

美貴ヲの劇映像演劇公演 「江戸川縄歩Ⅱ〜品行方
12月25日㈯～1月11日㈫

脚本・演出＝美貴ヲ

出演＝亜カリ友洋 あべあゆみ 浦田大地 杉井キ
レ 瀬川圭介他 〈配信チケット2000円 ダウン
ロードチケット3000円〉 8時配信開始
／ダウンロード

映像配信

※1回【東京】

劇団あおきりみかん 「わたしとあなた」

松本美里ひとり人形芝居 「おしいれのぼうけん」

脚本・演出＝カズ祥

脚本・演出＝西上寛樹

出演＝松井真人

12月25日㈯～27日㈪
川本麻里那 平林ももこ

藤岡侑真

みちこ他 〈2500円

水上翔斗

大学生以下2300円

山口眞梨
高校生以

下1700円 オンライン公演チケット2000円〉 25日
7時 26日2時／6時 27日7時開演 G/Pit
※4回【愛知】
オリジナルプロジェクト 「旅立ちの路」
12月25日㈯～27日㈪
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝上遠野太洸 鵜飼主水 萩原成哉 〈4500円
学生3000円〉 27日12時／ 5 時 他 1 時／ 6 時開演
バルスタジオ
※6回【東京】
TSUMUGI JAPAN 「生命の王」
12月25日㈯～27日㈪
脚本・演出＝野田憲晴 脚本＝武者小路実篤
出演＝芳本美代子 五宝孝一 野田晴美 粕谷紀彰
地脇慎也他 〈6000円 ライブ配信チケット3000
円〉 27日2時 他2時／6時開演 エコー劇場
※5回【東京】
ポーラは嘘をついた―Paralyzed Paula― 「利
他的な遺伝子たち ―unselfish gene―」
12月25日㈯～29日㈬
脚本・演出＝ポーラは嘘をついた
出演＝岡野康弘 函波窓 松井壮大 横手慎太郎
〈3500円 学生2500円〉 27日7時30分 28・29日2
時／7時30分
スト

他2時／6時開演

下北沢・スターダ
※9回【東京】

Rave Amenity 「かあちゃんにしかわからないこ
と」
12月25日㈯～30日㈭

12月25日㈯～1月5日㈯

出演＝松本美里 〈2300円
日2時

ポット

他 11 時 ／ 2 時 開 演

子ども1800円〉 28・4
29 ～ 3 日 休 演 ST ス

※10回（7回／3回）
【神奈川】

劇団天文座 「Take out! boy meets girl!」
12月26日㈰
脚本・演出＝森本聡生
出演＝辻合直澄 兵頭加奈 堀田紹運 広瀬ヒロ
橋本海世他 〈2000円〉 1時／4時／7時開演 たか
いし市民文化会館 アプラたかいし
※3回【大阪】
劇団月光斜 「さくら」
12月26日㈰・27日㈪
脚本＝岩本憲嗣 演出＝天ノ川駆
出演＝夏流日 日暮住処 鈴蘭 山月イワ 如月雪
乃他 〈無料〉 26日2時 27日6時開演 劇団月光
斜YouTube公式チャンネルにて生配信
※2回【京都】
株式会社Fine115 「七度狐」 12月26日㈰～28日㈫
脚本・演出＝福山龍次
出演＝このえ 森菜摘 小川碧水 内多優 カナキ
ティ他 〈5000 円〉 26 日 4 時／ 7 時 27 日 1 時 29
日7時開演 赤坂CHANCEシアター ※4回【東京】
TPT 「かもめ喜劇4幕」
12月26日㈰～30日㈭
脚本＝アントン・チェーホフ 演出＝門井均
出演＝宮坂公子 後藤小百合 古庄美和 山本陽子

矢部久美子他 〈3000円〉 28日2時／7時 30日2
時 他7時開演 すみだパークギャラリーささや
※6回【東京】
劇団稲吉 「知らないおじさん」

12月28日㈫
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脚本＝大森研一

芦原健介

目黒微雨

出演＝稲吉剛

中嶋ベン

稲吉剛
緋香瑠

脚本・演出＝
平田暁子

川崎

桜 〈2000円〉 1時／4時30分開演 Broader House
※2回【東京】
ゼロ・ピクチュアズ 「たかおとたかあき」
脚本＝貞岡秀司

12月28日㈫・29日㈬
演出＝奥田瑛二

出演＝剣持直明 榎本桜 鎌野紗恵子 〈4000円〉
28日7時 29日2時／6時開演 小劇場 楽園

※3回【東京】

生きることから逃げないために、あの日僕らは逃げ
出した 「とめどなく、
、青春。
」
脚本・演出＝田中寅雄
出演＝田中寅雄

岡田地平

12月28日㈫・29日㈬

布川隼汰

峰ゆとり

玉永賢吾他 〈5500円〉 1時30分／7時開演
LIVE FREAK

新宿

※4回【東京】

MPinK 「YEAR END MUSIC PARTY」
12月28日㈫・29日㈬
脚本・演出＝笹浦暢大 作曲＝田中和音他
出演＝田中杏佳 團悠哉 大場啓博 中村翼 遊佐
夏巴他 〈4000円 学生2000円 配信2000円〉 28
日4時／6時 29日11時／1時30分／3時30分開演
溝ノ口劇場
※5回【神奈川】
TheVanity’s 「怪勿―monster―」
12月28日㈫～30日㈭
脚本・演出＝瑞生桜子
出演＝岡本華奈 音羽美可子 瑞生桜子 〈3800円
25歳以下2800円 配信チケット2800円〉 30日1時
／4時 他1時／4時／7時30分開演 小劇場てあと
るらぽう
※8回【東京】
マチルダアパルトマン 「ばいびー、23区の恋人」
12月28日㈫～30日㈭
脚本・演出＝池亀三太
出演＝織田奈那 見里瑞穂 金子学 〈3800円 18
歳以下500円〉 28日7時30分 29日12時／4時／7
時30分 30日12時／4時開演 駅前劇場
※6回【東京】
カプセル兵団 「時系列で読むギリシャ神話 英雄
の時代編」
12月28日㈫～30日㈭
脚本・演出＝吉久直志
出演＝伊藤栄次 植村喜八郎 こぶしのぶゆき 永
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澤菜教

北出浩二他 〈4500円

生以下無料〉 28日7時30分
12時／4時開演

学生4000円

29日2時／7時

阿佐ヶ谷アルシェ

小学

30日

※5回【東京】

エンターテインメント風集団秘密兵器 「さやえん
どう」
12月28日㈫～30日㈭

脚本＝五十嵐和弘

演出＝岩田有弘

出演＝五十嵐和弘 岩田有弘 新實啓介 〈5500円
学生2700円〉 28日7時 29日2時／7時 30日1時
／5時開演

新宿シアタートップス

※5回【東京】

宇宙論☆講座の年末ぬるぬる公演 「ミュージカル
うなぎ」

脚本・演出＝五十部裕明
出演＝すごみのある主演俳優
優他 〈3000円
時開演 雑遊

12月28日㈫～30日㈭
やばみのある主演女

高校生1円〉 30日1時／6時 他6
※4回【東京】

ナナマルキカク 「微睡に降り積もる〜キミガイタ

マチ キミガイナイコノマチ〜」
12月28日㈫～30日㈭
脚本＝諏訪康之 演出＝七野正行
出演＝天音里菜 石井建太郎 ながつかゆい 漢那
綾花 小川操他 〈3500円 配信チケット2000円〉
28日7時30分 29日2時／7時 30日12時／4時開演
アトリエファンファーレ東池袋
※5回【東京】
Ｄプロモーション 「この度、幹事になりまして、
、
、
」
12月28日㈫～30日㈭
脚本＝たかはC 演出＝森崎正弘
出演＝守山龍之介 小田ゆりえ 北斗 沢暉蓮 咲
良綺蝶二他 〈5500円 配信チケット2000円〉 28
日6時30分 29日1時／6時30分 30日1時／5時開
演 神戸三宮シアター・エートー
※5回【兵庫】
創作集団極東上演社 「あの星空の匂いがする」
12月28日㈫～31日㈮
脚本・演出＝赤沼律
出演＝創作集団極東上演社 〈3500円〉 28日6時
31日2時 他2時／6時30分開演 参宮橋TRANCE
MISSION
※6回【東京】
matatabi records 「蟲ふるう夜」
脚本・演出＝平原慎太郎

12月29日㈬

出演＝matatabi records 〈3500円 配信2500円〉
1 時／ 5 時開演 生活支援型文化施設コンカリー
ニョ
※2回【北海道】
坂井水産 「ストロング」

12月29日㈬・30日㈭
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脚本・演出＝坂井宏充
出演＝家田三成

赤澤涼太

浅倉洋介

加藤なぎさ

木村梨恵子他 〈投げ銭制〉 29日1時／4時／7時

ト

阿佐ヶ谷アートスペース・プロッ

※6回【東京】

劇団ぼるぼっくす 「喫茶店DE強盗」

WHITE WAY 「アキカゼフクカワベ」
12月29日㈬～31日㈮
脚本・演出＝粕谷佳五

脚本・演出＝上野小夜
出演＝飯野かな 金羽宏樹

他 〈5500円〉 29日2時／7時
日12時／4時開演 萬劇場

30日12時／3時／6時開演

RAFT

12時／4時開演

※6回【東京】

12月29日㈬・30日㈭

上野小夜

兎真

門浦

ちえ他 〈1500円 学生1000円〉 29日3時30分／7
時 30日12時／5時30分／7時開演 エビスSTAR
バー

※5回【東京】

劇団フライングステージ 「gaku-GAY-kai 2021
贋作・終わりよければすべてよし」

12月29日㈬～30日㈭

脚本・演出＝関根信一
出演＝エスムラルダ
まこと
演

オバマ

岸本啓孝

さいとう

坂本穏光他 〈4000円〉 2時／6時30分開

新宿シアター・ミラクル

※4回【東京】

一般社団法人K’sスペシャルニーズ エンターテイ
メント 「ラ・フランス泥棒は用無しパスタ?」
12月29日㈬～30日㈭
脚本・演出＝南条ジュン 演出＝萬造寺竜希
出演＝小池里佳 新堀正太 中村龍 毒島布佑香
松本智義他 〈4500円 学生3500円〉 29日2時／7
時 30日1時／5時開演 アトリエファンファーレ
東新宿
※4回【東京】
東京crossing舞台芸術祭2021リーディング公演
「ローマ帝国の三島由紀夫」 12月29日㈬～31日㈮
脚本＝古川日出男 演出＝木村龍之介
出演＝成河 七味まゆ味 岩崎MARK雄大 館野
百代 貴島豪他 〈5000円〉 29日6時 30日1時／6
時 31日1時開演 シアター風姿花伝 ※4回【東京】
明後日の方向 「赤目」
12月29日㈬～31日㈮
脚本＝斎藤憐 演出＝黒澤世莉
出演＝蔭山ひさ枝 上条拳斗 菅野貴夫 國松卓
高田遼太郎他 〈3500円 23歳以下1000円 オンラ
イン配信1900円 23歳以下1000円〉 29日6時 30
日1時／6時 31日1時開演 王子小劇場
※4回【東京】
劇団有機座 「秋のコンチェルト2021 年末オムニ
バス集」
12月29日㈬～31日㈮
脚本・演出＝劇団有機座
出演＝劇団有機座 〈3500円〉 29日1時／5時 他

出演＝粕谷佳五

近石日奈

神山順紀

野中ぴよこ

30日1時／6時 31
※6回【東京】

!ll nut up fam 「とことん雀海」
脚本・演出＝朱木雀空

12月29日㈬～31日㈮

出演＝朱木雀空 藤代海 冨田浩児 葉月楓 髙橋
龍史他 〈4500 円〉 29 日 7 時 30 日 2 時／ 7 時 31
日12時／4時開演

千本桜ホール

※5回【東京】

演劇ひとりぼっちユニットあんよはじょうず。「地
獄変をみせてやる。―人生失笑（疾走）篇―」

12月29日㈬～1月2日㈰
脚本・演出＝高畑亜実
出演＝金子清文 久保井研 西川康太郎 亀田梨紗
千歳まち他 〈4000円 高校生以下無料〉 29日7時
30分 30日3時／7時30分 1日2時／7時 2日1時
開演 31日休演 TACCS1179
※6回（3回／3回）
【東京】
KIO 「オーケストラ・シアター 地下鉄1号線 the
new world」
12月30日㈭
脚本＝市川明 演出＝中立公平
出演＝津村禮次郎 上北健 高橋勅雄 高橋亮 蔡
暁強他 〈S席6500円 A席5500円〉 5時開演 ザ・
シンフォニーホール
※1回【大阪】
THE CONVOY 「コンボ・イ・ランド」
12月30日㈭・31日㈮
脚本・演出＝今村ねずみ
出演＝瀬下尚人 石坂勇 舘形比呂一 トクナガク
ニハル 本田礼生他 〈11000円〉 30日5時 31日1
時開演 森ノ宮ピロティホール
※2回【大阪】
S.I.P.H THEATER 「ファンタクル・クリスマス」
12月30日㈭・31日㈮
脚本・演出＝松本匡史

出演＝Asami ayano 大峰璃里樺 KENSHI サ
カニシフユカ他 〈20000 円 12000 円〉 30 日 6 時
31日12時／6時開演 ミュージックレストラン・ラ
ドンナ
※3回【東京】
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大川興業 「大川の大忘年会2021」
脚本・演出＝大川興業

12月30日㈭・31日㈮

出演＝大川興業他 〈3000円〉 30日6時 31日2時
／9時開演 ザ・スズナリ
※3回【東京】
橋沢進一 「ゾルタクスゼイアンの犬的カウントダ
ウンライブ」
脚本・演出＝橋沢進一

12月31日㈮

出演＝橋沢進一 吉田潔 本郷小次郎 葛西大介
松尾明花音他 〈4000円〉 9時開演 「劇」小劇場

※1回【東京】
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