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		 現 代 演 劇 上 演 記 録 	
	 二〇二〇年

48〜52-03

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。

《１月》

五反田団
２日㈭～５日㈰

「新年工場見学会２０２０」
脚本・演出＝五反田団
出演＝西田麻耶　山中志歩　師岡広明　平田ハルカ　
平田耕太郎他
〈３５００円〉　２日７時　３日５時　４日２時／７時　５日３時
開演　アトリエヘリコプター	 ※５回

guizillen
３日㈮～６日㈪

「土木座」
脚本・演出＝ギジレン
出演＝あおのゆきか　青柳糸　安部光希　有村優太　
池田みのる他
〈３０００円〉　３日７時　６日２時　他２時／７時開演　花ま
る学習会王子小劇場	 ※６回

Sweet arrow Theatricals
４日㈯～1３日㈪

「You’re a Good Man, Charlie Brown」
脚本・作曲＝クラーク・ゲスナー　演出＝赤澤ムック
出演＝佐山陽規　福麻むつ美　鈴木雅也　池田海人　
芝原弘他
〈1００００円　５０００円〉　５日1時／６時　６・８日２時／７時
３０分　11日11時３０分／1時３０分／７時３０分　1２日11
時３０分／３時３０分　1３日1時　他７時３０分開演　シア
ター風姿花伝	 ※1６回

チーズtheater
７日㈫～９日㈭

「鈴虫のこえ、宵のホタル」
脚本＝花田明子　演出＝戸田彬弘
出演＝藤村聖子　大浦千佳　辻凪子
〈３８００円〉　９日1時／５時　他２時／７時開演　OFF・
OFFシアター	 ※６回

稲村梓プロデュース
７日㈫～1２日㈰

「売春捜査官」
脚本＝つかこうへい　演出＝金光仁三

出演＝稲村梓　是近敦之　モリタモリオ　藤井仁人
〈４０００円〉　９日２時／７時　11日２時／６時　1２日２時　
他７時開演　サンモールスタジオ	 ※８回

IN EASY MOTION
７日㈫～1２日㈰

「赤子はゆりかごの中で」
脚本・演出＝伊藤和重
出演＝清水美帆子　別紙慶一　桜井シュン　伊藤武雄　
田中隆志他
〈４５００円　学生３５００円〉　９・11日２時／７時３０分　1２
日1時／５時　他７時３０分開演　シアター7１１ ※９回

青年団若手自主企画 宮﨑企画
８日㈬～1３日㈪

「つかの間の道」
脚本・演出＝宮﨑玲奈
出演＝木崎友紀子　立蔵葉子　石渡愛　黒澤多生　西
風生子他
〈２０００円　高校生５００円〉　1０・1２日２時／７時３０分　
1３日２時　他７時３０分開演　アトリエ春風舎	 ※８回

Studio Life（スタジオライフ）
８日㈬～1９日㈰

「はみだしっ子～White Labyrinths～」
脚本・演出＝倉田淳
出演＝仲原裕之　関戸博一　松本慎也　宇佐見輝　千
葉健玖他
〈６０００円　学生３０００円　高校生以下２５００円〉　11・
1２・1８日1２時３０分／５時３０分　1３日1時　1６日1時／７
時　1９日1２時３０分　他７時開演　シアターサンモール
	 ※1６回

劇団たいしゅう小説家
９日㈭～1３日㈪

「コロッケ」
脚本＝足立聡　演出＝田邊俊喜
出演＝河原田巧也　古畑恵介　テジュ　八福☆みずほ
他
〈６０００円〉　９日７時　1０日２時　1３日４時　他２時／６時
開演　萬劇場	 ※７回

EPOCH MAN〈エポックマン〉
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９日㈭～1３日㈪
「鶴かもしれない２０２０」
脚本・演出＝小沢道成
出演＝小沢道成
〈３５００円　1８歳以下1８００円〉　11・1２日２時／６時　1３
日４時　他８時開演　駅前劇場	 ※７回

２２２3project
９日㈭～1５日㈬

「共演者」
脚本・演出＝大石晟雄
出演＝近藤陽子　佐藤沙紀　白石花子　鈴木彩乃　函
波窓他
〈４０００円　高校生２０００円〉　９・1０日８時　1４日７時３０
分　1５日1時／５時　他２時／７時３０分開演　小劇場楽
園	 ※11回

せんすおぶわんだぁ
1０日㈮～1２日㈰

「持主不明～あたしとかこと～」
脚本・演出＝せんす
出演＝生田朗子　若木志帆　田北良平　野中朋子　片
岡彩乃他
〈４０００円〉　1０日８時　11日1時／４時／７時　1２日２時
／５時開演　SoapOperaClassics	 ※６回【大阪】

Triglav
1０日㈮～1２日㈰

「ハツカネズミと人間」
脚本＝ジョン・スタインベック　演出＝新井ひかる
出演＝上利青　阿岐之将一　植田崇幸　酒井和哉　内
藤栄一他
〈３５００円　２５歳以下２５００円　高校生以下1０００円〉　1０
日７時　11日1時／６時　1２日1２時／４時開演　スタジ
オ「HIKARI」	 ※５回【神奈川】

とがったぴーなつ
1０日㈮～1３日㈪

「阿弥陀羅一族の末裔　眠れるシティボーイ」
脚本・演出＝富士ナツオ
出演＝岩田葵　大瀬さゆり　加藤ひろき　川口絢都　
駒田侑香他
〈３３００円　学生２８００円　高校生以下1０００円〉　1０日７時
３０分　1３日４時　他２時／７時開演　花まる学習会王子
小劇場	 ※６回

劇団不労社
1０日㈮～1３日㈪

「マッチ売りの少女」

脚本＝別役実　演出＝西田悠哉
出演＝宮前旅宇　村田千晶　西田悠哉　イトヲ
〈２５００円〉　1０日８時　1３日11時　他1時／６時開演　
studio seedbox	 ※６回【京都】

丸福ボンバーズ
1０日㈮～1３日㈪

「STAGE～舞台、位置、足をつける場所～」
脚本・演出＝福島三郎
出演＝八木さおり　野崎数馬　西川浩幸　春山椋　ツ
チヤナナミ他
〈４８００円　学生３５００円〉　1０日７時　1３日1時／５時　
他1時開演　中野ザ・ポケット	 ※６回

劇団壱劇屋 ２０２０年4都市ツアー
1０日㈮～1３日㈪

「劇の劇」
脚本・演出＝大熊隆太郎
出演＝井立天　高安智美　大熊隆太郎
〈４０００円　学生３０００円〉　1０日３時／７時３０分　他1時
／５時開演　in→dependent theatre １st
	 ※８回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1月1８日㈯・1９日㈰　〈３５００円　学生３０００円〉　1時
／５時開演　ナンジャーレ　※４回【愛知】　▼２６日㈰　
〈３５００円　学生３０００円〉　11時／３時開演　人宿町やど
りぎ座　※２回【静岡】　▼２８日㈫～２月２日㈰　〈４３００
円　学生３０００円〉　３０日３時／７時３０分　1・２日1時／
５時　他７時３０分開演　シアター7１１　※９回（５回／４
回）

昭和歌謡コメディ事務局
1０日㈮～1３日㈪

「昭和歌謡コメディVol.１２」
脚本＝石井宏明　演出＝壱位仁井　脚本・演出＝江藤
博利
出演＝江藤博利　白石まるみ　田中由美子　カマダセ
イコ　桜井はやと他
〈６０００円〉　1０日２時／６時　1３日1時　他1時／６時開
演　ブディストホール	 ※７回

ちーちゃん短編をやろうよ
1０日㈮～1８日㈯

「岸田さん短編をやろうよ」
脚本＝岸田國士　演出＝倉本朋幸
出演＝青木ラブ　久道成光　鈴木亮介　安藤瑠一　小
川夏鈴他
〈３６００円　学生３３００円〉　11・1２日２時　1３・1７・1８日
２時／７時３０分　他７時３０分開演　下北沢スターダス

演劇年鑑 2021



248

ト	 ※1２回

CLIE
1０日㈮～1９日㈰

「おとぎ裁判 第２審」
脚本＝神楽澤小虎　演出＝キムラ真
出演＝古谷大和　芹沢尚哉　東拓海　ロッキン＝ヨー
コ　廣野凌大他
〈９８００円　６８００円〉　11・1２・1８日1時／６時　1５日２
時／７時　1９日1２時／５時　他７時開演　1３日休演　
CBGKシブゲキ‼	 ※1４回

首都演劇部
1０日㈮～1９日㈰

「スティングガールズ」
脚本＝岩崎う大　演出＝仁同正明
出演＝工藤美桜　荒井レイラ　片山陽加　木村なつみ　
岩谷健司他
〈Ｓ席７５００円　Ａ席５５００円〉　11～1３・1８日２時／７時　
1９日1時／６時　他７時開演　ザムザ阿佐谷	 ※1５回

feblaboプロデュース
1０日㈮～２０日㈪

「十二人の怒れる男」
脚本＝レジナルド・ローズ　演出＝池田智哉
出演＝安藤悠馬　神野剛志　金田一央紀　小林勇太　
坂本七秋　たかぐち他
〈４０００円　２２歳以下２５００円　1８歳以下1５００円〉　11・
1３・1８～２０日３時　他８時開演　1４日休演　新宿シア
ター・ミラクル	 ※1０回

成澤布美子ひとり芝居
11日㈯

「貞奴と呼ばれた女」
脚本＝成澤布美子　演出＝ふじたあさや
出演＝成澤布美子
〈３０００円〉　11時／３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】

伊丹想流劇塾第3期生公演
11日㈯・1２日㈰

「１２のユーモレスク」
脚本＝伊丹想流劇塾第３期生　演出＝岩崎正裕
出演＝池川タカキヨ　石川信子　大路絢か　河本久和　
加藤智之他
〈２０００円〉　11日３時／５時３０分　1２日11時３０分／２時
開演　AI・HALL	 ※４回【兵庫】

なかないで、毒きのこちゃん

11日㈯～1３日㈪
「イケてるともだちＸ」
脚本・演出＝鳥皮ささみ
出演＝なかないで、毒きのこちゃん
〈３８００円　２３歳以下２５００円　1８歳以下1５００円〉　1３日
1時３０分／６時３０分　他２時３０分／７時３０分開演　ザ・
スズナリ	 ※６回

岡崎藝術座
11日㈯～1９日㈰

「ニオノウミにて」
脚本・演出＝神里雄大
出演＝浦田すみれ　重実紗果　嶋田好孝
〈３５００円　２５歳以下３０００円　1８歳以下無料〉　11日６時　
1２・1８日２時／７時　1３・1９日２時　他７時３０分開演　
1４日休演　STスポット	 ※1０回【神奈川】

感情7号線
11日㈯～1９日㈰

「スノー・ドロップ」
脚本・演出＝桐野翼
出演＝金森優依　小川富行　西本銀二郎　五十嵐美優　
小南優花他
〈４０００円〉　1４・1５日７時３０分　1６・1７日３時／７時３０
分　1９日1２時／４時　他２時／６時開演　劇場HOPE
	 ※1６回

渡辺源四郎商店
1２日㈰～1９日㈰

「どんとゆけ」「だけど涙が出ちゃう」
脚本・演出＝工藤千夏
出演＝各務立基　山藤貴子　天明留理子　畑澤聖悟　
我満望美他
〈２８００円　学生1３００円　高校生以下５００円〉　1２・1３日
1２時／４時　1９日３時　他７時３０分開演　1７日休演　
渡辺源四郎商店２階稽古場	 ※９回【青森】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２３日㈭～２６日㈰　〈３８００円　学生２８００円　高校生以
下５００円〉　２３日７時３０分　２４日４時／７時３０分　２５日３
時／７時３０分　２６日1０時／1時開演　こまばアゴラ劇
場　※７回　▼２月８日㈯・９日㈰　〈３０００円　学生２００
０円　高校生以下５００円〉　８日３時／７時　９日1２時／３
時開演　四国学院大学ノトススタジオ　※４回【香川】

一般社団法人横浜若葉町計画
1２日㈰～２０日㈪

「会社の人事―歌なき平成の歌/令和アンダーグラウンド―」
脚本＝犬井邦益　演出＝佐藤信
出演＝龍昇　塩野谷正幸　大西一郎　丸山雅也　服部
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ト	 ※1２回

CLIE
1０日㈮～1９日㈰

「おとぎ裁判 第２審」
脚本＝神楽澤小虎　演出＝キムラ真
出演＝古谷大和　芹沢尚哉　東拓海　ロッキン＝ヨー
コ　廣野凌大他
〈９８００円　６８００円〉　11・1２・1８日1時／６時　1５日２
時／７時　1９日1２時／５時　他７時開演　1３日休演　
CBGKシブゲキ‼	 ※1４回

首都演劇部
1０日㈮～1９日㈰

「スティングガールズ」
脚本＝岩崎う大　演出＝仁同正明
出演＝工藤美桜　荒井レイラ　片山陽加　木村なつみ　
岩谷健司他
〈Ｓ席７５００円　Ａ席５５００円〉　11～1３・1８日２時／７時　
1９日1時／６時　他７時開演　ザムザ阿佐谷	 ※1５回

feblaboプロデュース
1０日㈮～２０日㈪

「十二人の怒れる男」
脚本＝レジナルド・ローズ　演出＝池田智哉
出演＝安藤悠馬　神野剛志　金田一央紀　小林勇太　
坂本七秋　たかぐち他
〈４０００円　２２歳以下２５００円　1８歳以下1５００円〉　11・
1３・1８～２０日３時　他８時開演　1４日休演　新宿シア
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スズナリ	 ※６回

岡崎藝術座
11日㈯～1９日㈰
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〈３５００円　２５歳以下３０００円　1８歳以下無料〉　11日６時　
1２・1８日２時／７時　1３・1９日２時　他７時３０分開演　
1４日休演　STスポット	 ※1０回【神奈川】

感情7号線
11日㈯～1９日㈰
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〈４０００円〉　1４・1５日７時３０分　1６・1７日３時／７時３０
分　1９日1２時／４時　他２時／６時開演　劇場HOPE
	 ※1６回

渡辺源四郎商店
1２日㈰～1９日㈰

「どんとゆけ」「だけど涙が出ちゃう」
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下５００円〉　２３日７時３０分　２４日４時／７時３０分　２５日３
時／７時３０分　２６日1０時／1時開演　こまばアゴラ劇
場　※７回　▼２月８日㈯・９日㈰　〈３０００円　学生２００
０円　高校生以下５００円〉　８日３時／７時　９日1２時／３
時開演　四国学院大学ノトススタジオ　※４回【香川】

一般社団法人横浜若葉町計画
1２日㈰～２０日㈪

「会社の人事―歌なき平成の歌/令和アンダーグラウンド―」
脚本＝犬井邦益　演出＝佐藤信
出演＝龍昇　塩野谷正幸　大西一郎　丸山雅也　服部
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容子他
〈３５００円〉　1３・1４・1７日７時　他３時開演　1６日休演　
WAKABACHO WHARF 若葉町ウォーフ　
	 ※８回【神奈川】

Pave the Way
1３日㈪～1９日㈰

「寓話のゴーグル」
脚本＝西尾典晃　演出＝西本健太朗
出演＝丸山龍星　寺島八雲　飯野雅　中﨑絵梨奈　井
藤瞬他
〈Ｓ席５０００円　Ａ席４４００円　学生３４００円〉　1３・1４日７
時　1８日1時／６時　1９日1２時／４時　他２時／７時開
演　劇場MOMO	 ※1２回

株式会社STAGE COMPANY
1４日㈫～1９日㈰

「朝日のような夕日を連れて」
脚本＝鴻上尚史　演出＝逸見輝羊
出演＝新原武　羽鳥翔太　小山蓮司　今宮稜正　バー
ンズ勇気他
〈３８００円〉　1８・1９日1２時／３時／６時　他７時開演　
本所松坂亭	 ※1０回

ナカゴー
1４日㈫～1９日㈰

「ひゅうちゃんほうろう―堀船の怪談―」
脚本・演出＝鎌田順也
出演＝鈴木潤子　川﨑麻里子　土田有未　谷田奈生　
木乃江祐希他
〈２５００円〉　1７日３時／８時　1８日２時／７時　1９日1時
／６時　他８時開演　阿佐ヶ谷アルシェ	 ※９回

劇団aji
1５日㈬・1６日㈭

「うっかりキスをして～DO EAT APPLES, EVE!～」
脚本・演出＝島貴之
出演＝梨瑳子
〈無料〉　1５日７時３０分　1６日３時／７時３０分開演　世
田谷文化生活情報センター生活工房・ワークショップ
ルームB	 ※３回

ARC（An Reve Connecter）
1５日㈬～1９日㈰

「9 white」
脚本＝小松明人　演出＝近童弐吉
出演＝荒木凪瑳　岩井杏加　大谷恭子　奥田咲　菅野
真紀他
〈５３００円　４８００円〉　1７・1８日２時／７時　　1９日1２時

／５時　他７時開演　新宿スターフィールド	 ※８回

URAZARU
1５日㈬～1９日㈰

「ストリッパー物語」
脚本＝つかこうへい　演出＝太田勝
出演＝高橋ひろし　月海舞由　酒井瑛莉　林信希　林
彬他
〈４５００円〉　1９日1時／５時　他２時／７時開演　オメガ
東京	 ※1０回

ミュージカル座
1５日㈬～２０日㈪

「マリオネット」
脚本＝竹本敏彰　演出＝大塚庸介　作曲＝木村直樹
出演＝中村翼　若松渓太　関根麻帆　鎌田ひかり　た
むらもとこ他
〈７５００円　６５００円〉　1８・1９日1時／５時３０分　２０日1
時　他６時1５分開演　六行会ホール	 ※８回

劇団カタコンベ
1５日㈬～２３日㈭

「・・・とまあ、現れては去って行くわけで」
脚本・演出＝戸中井三太
出演＝小山恭平　廣井すみれ　宮川飛鳥　つさきまど
か　今井美沙子他
〈２３００円　学生1２００円〉　1８・1９日２時／７時　他８時
開演　新潟古町・えんとつシアター	 ※11回【新潟】

劇団前方公演墳
1６日㈭～1９日㈰

「あれは確か、いつもより少し澄んだ空だった。」
脚本・演出＝デビッド・宮原
出演＝安藤聖　織田稚成　小野寺隆一　金子透　河原
幸子他
〈４３００円　学生３０００円〉　1８日２時／６時　1９日1時／５
時　他７時開演　駅前劇場	 ※６回

劇団粋雅堂
1６日㈭～1９日㈰

「NIGH」
脚本・演出＝神田川雙陽
出演＝麻草郁　天音　伊藤優　大沢ギンペイ　鹿島曜
他
〈３５００円　中高生無料〉　1８日２時／７時　1９日２時／６
時　他７時開演　シアターKASSAI	 ※６回

無名劇団
1６日㈭～1９日㈰
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「友達を、焼いた。」
脚本・演出＝島原夏海
出演＝泉侃生　今井桃子　木本牙狼　島原夏海　柊美
月他
〈３０００円　1２００円〉　1６日７時３０分　1８日６時　1９日1
時開演　1７日休演　浄土宗應典院・本堂　
	 ※３回【大阪】

劇団メイギザユニット　劇団１/２
1７日㈮～1９日㈰

「絶滅危惧種になりきれない」
脚本・演出＝川西里奈
出演＝川西里奈　ふなきみか　宮西桃桜子　門間美結　
彭夏子他
〈無料・カンパ制〉　1７日３時／７時　1８日２時／６時　
1９日1時／４時開演　アートスタジオ（明治大学猿楽町
第２校舎１F）	 ※６回

関西芸術座
1７日㈮～1９日㈰

「ベルナルダ・アルバの家～スペインの田舎における女
たちのドラマ～」
脚本＝フェデリコ・ガルシーア・ロルカ　演出＝松本
昇三
出演＝梅田千絵　川本美由紀　川瀬真理　勇来佳加　
永井敦子他
〈４０００円　７０歳以上３５００円　２５歳以下・障がい者３０００
円〉　1７日７時　1８日1時／５時　1９日11時／３時開演　
ABCホール	 ※５回【大阪】

人形劇団ひとみ座
1７日㈮～1９日㈰

「うろんな客」「むしのほん」
脚本＝エドワード・ゴーリー　演出＝友松正人　石川
哲次
出演＝高木渉　松本幸子　小林加弥子　蓬田雅代　勝
又茂紀他
〈２５００円　学生1５００円〉　1７日７時　1８日11時／３時　
1９日２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】

コンブリ団
1７日㈮～1９日㈰

「紙屋悦子の青春」
脚本＝松田正隆　演出＝はしぐちしん
出演＝佐藤あい　はしぐちしん　紙本明子　田中遊　
はたもとようこ他
〈３３００円　２２歳以下２０００円　高校生以下８００円〉　1７日
７時３０分　1８日２時／６時３０分　1９日２時開演　AI・

HALL	 ※４回【兵庫】

劇団仮題
1８日㈯・1９日㈰

「１958～東京タワーが出来た日～」
脚本・演出＝長谷川さや
出演＝高坂祐輝　設楽エリカ　厚見侑輝　澤尾麻衣子　
真中昌嵩他
〈４５００円〉　1８日２時／６時　1９日1２時／４時開演　
HEP HALL	 ※４回【大阪】

劇団野良犬弾
1８日㈯～２６日㈰

「好きなのはあなたじゃない」
脚本・演出＝劇団野良犬弾
出演＝劇団野良犬弾
〈３８００円〉　２０・２1・２３・２４日７時　２２日２時／７時　
他２時／６時開演　スタジオコパン両国	 ※1４回

ONEOR8
1８日㈯～２月２日㈰

「誕生の日」
脚本・演出＝田村孝裕
出演＝山口森広　冨田直美　伊藤俊輔　恩田隆一　西
山竜一他
〈３９００円　土日４３００円〉　1８・1９・２日２時　２０・２４・
２８・３1日７時　２２・２９日1時　他２時／７時開演　２1日
休演　d–倉庫	 ※２1回（1８回／３回）

ロロ
1９日㈰

「四角い２つのさみしい窓」
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　高校生以下1０００円〉　２時開演　阿南市情報
文化センター・コスモホール	 ※1回【徳島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1月３０日㈭～２月1６日㈰　〈４５００円　２５歳以下３８００
円　高校生以下1０００円〉　1・３・５・８・11・1３・1５日
２時／７時　２・９・1６日２時　他７時開演　４・1０日休
演　こまばアゴラ劇場　※1３回（２回／11回）

まるP企画
２０日㈪～２月２日㈰

「銀河旋律」「広くてすてきな宇宙じゃないか」「僕のポ
ケットは星でいっぱい」
脚本＝成井豊　演出＝田口真太朗
出演＝丸山翔　松本さえ子　谷口ちあき　齋藤かずえ　
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「友達を、焼いた。」
脚本・演出＝島原夏海
出演＝泉侃生　今井桃子　木本牙狼　島原夏海　柊美
月他
〈３０００円　1２００円〉　1６日７時３０分　1８日６時　1９日1
時開演　1７日休演　浄土宗應典院・本堂　
	 ※３回【大阪】

劇団メイギザユニット　劇団１/２
1７日㈮～1９日㈰

「絶滅危惧種になりきれない」
脚本・演出＝川西里奈
出演＝川西里奈　ふなきみか　宮西桃桜子　門間美結　
彭夏子他
〈無料・カンパ制〉　1７日３時／７時　1８日２時／６時　
1９日1時／４時開演　アートスタジオ（明治大学猿楽町
第２校舎１F）	 ※６回

関西芸術座
1７日㈮～1９日㈰

「ベルナルダ・アルバの家～スペインの田舎における女
たちのドラマ～」
脚本＝フェデリコ・ガルシーア・ロルカ　演出＝松本
昇三
出演＝梅田千絵　川本美由紀　川瀬真理　勇来佳加　
永井敦子他
〈４０００円　７０歳以上３５００円　２５歳以下・障がい者３０００
円〉　1７日７時　1８日1時／５時　1９日11時／３時開演　
ABCホール	 ※５回【大阪】

人形劇団ひとみ座
1７日㈮～1９日㈰

「うろんな客」「むしのほん」
脚本＝エドワード・ゴーリー　演出＝友松正人　石川
哲次
出演＝高木渉　松本幸子　小林加弥子　蓬田雅代　勝
又茂紀他
〈２５００円　学生1５００円〉　1７日７時　1８日11時／３時　
1９日２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】

コンブリ団
1７日㈮～1９日㈰

「紙屋悦子の青春」
脚本＝松田正隆　演出＝はしぐちしん
出演＝佐藤あい　はしぐちしん　紙本明子　田中遊　
はたもとようこ他
〈３３００円　２２歳以下２０００円　高校生以下８００円〉　1７日
７時３０分　1８日２時／６時３０分　1９日２時開演　AI・

HALL	 ※４回【兵庫】

劇団仮題
1８日㈯・1９日㈰

「１958～東京タワーが出来た日～」
脚本・演出＝長谷川さや
出演＝高坂祐輝　設楽エリカ　厚見侑輝　澤尾麻衣子　
真中昌嵩他
〈４５００円〉　1８日２時／６時　1９日1２時／４時開演　
HEP HALL	 ※４回【大阪】

劇団野良犬弾
1８日㈯～２６日㈰

「好きなのはあなたじゃない」
脚本・演出＝劇団野良犬弾
出演＝劇団野良犬弾
〈３８００円〉　２０・２1・２３・２４日７時　２２日２時／７時　
他２時／６時開演　スタジオコパン両国	 ※1４回

ONEOR8
1８日㈯～２月２日㈰

「誕生の日」
脚本・演出＝田村孝裕
出演＝山口森広　冨田直美　伊藤俊輔　恩田隆一　西
山竜一他
〈３９００円　土日４３００円〉　1８・1９・２日２時　２０・２４・
２８・３1日７時　２２・２９日1時　他２時／７時開演　２1日
休演　d–倉庫	 ※２1回（1８回／３回）

ロロ
1９日㈰

「四角い２つのさみしい窓」
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　高校生以下1０００円〉　２時開演　阿南市情報
文化センター・コスモホール	 ※1回【徳島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1月３０日㈭～２月1６日㈰　〈４５００円　２５歳以下３８００
円　高校生以下1０００円〉　1・３・５・８・11・1３・1５日
２時／７時　２・９・1６日２時　他７時開演　４・1０日休
演　こまばアゴラ劇場　※1３回（２回／11回）

まるP企画
２０日㈪～２月２日㈰

「銀河旋律」「広くてすてきな宇宙じゃないか」「僕のポ
ケットは星でいっぱい」
脚本＝成井豊　演出＝田口真太朗
出演＝丸山翔　松本さえ子　谷口ちあき　齋藤かずえ　
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塩口量平他
〈３５００円　高校生以下1０００円〉　２０～２３日７時　２８日６
時　２日２時　他２時／７時開演　２９日休演　花まる学
習会王子小劇場	 ※２０回（1７回／３回）

楽園王
２1日㈫～２６日㈰

「授業」
脚本＝ウジューヌ・イヨネスコ　演出＝長堀博士
出演＝岩澤繭　杉村誠子　大畑麻衣子　日野あかり　
仲居凜他
〈３０００円　学生２０００円〉　２３日３時３０分／８時　２５日５
時３０分　２６日1２時／５時３０分　他８時開演　演劇フ
リースペース・サブテレニアン	 ※８回

チームホッシーナ
２２日㈬～２６日㈰

「なにをシェアするハウスター」
脚本・演出＝保科由里子
出演＝秋園美緒　上田亜希子　遠藤瑠美子　笠井日向　
高橋卓士他
〈６５００円〉　２２日７時　２５日1時３０分／６時　２６日1時３０
分　他２時／７時開演　赤坂RED/THEATER	 ※８回

お茶の間ゴブリン
２２日㈬～２６日㈰

「大人の銀河鉄道の夜」
脚本・演出＝小川大二郎
出演＝岡村佳代子　升望　小川大二郎　平野史子　井
川花林他
〈４５００円〉　２２日７時　２６日２時　他２時／７時開演　上
野ストアハウス	 ※８回

パフォーマンスユニットTWT
２２日㈬～２６日㈰

「つか版『忠臣蔵』」
脚本＝つかこうへい　演出＝四大海　木村孔三
出演＝岩田玲　渋谷飛鳥　大場真人　野田孝之輔　六
川裕史他
〈４８００円〉　２３日７時　２５日２時／７時　２６日1時　他３
時／７時３０分開演　浅草木馬亭	 ※８回

ヨーロッパ企画イエティ#１4
２２日㈬～２６日㈰

「スーパードンキーヤングDX」
脚本・演出＝大歳倫弘
出演＝石田剛太　酒井善史　角田貴志　中川晴樹　呉
城久美他
〈４５００円　学生２０００円〉　２５・２６日1時／６時　他７時

開演　小劇場B１	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼３０日㈭～２月３日㈪　〈４５００円　学生２０００円〉　1日1
時／６時　２日1時　３日２時　他７時開演　AI・HALL　
※６回（２回／４回）【兵庫】

CONTE–RIBUTE
２２日㈬～２６日㈰

「ゼガヒデモ」
脚本＝高山銀平　演出＝タカノケンタロウ
出演＝高野憲太朗　海田眞佑　星澤美緒　北川純子　
藤本悠希他
〈３６００円　学生２８００円　高校生以下1５００円〉　２４日３時
／８時　２５日２時／７時　２６日1時／５時　他８時開演　
新宿シアター・ミラクル	 ※８回

演劇ユニット　金の蜥蜴
２２日㈬～２６日㈰

「一角仙人」
脚本＝暮川彰　脚本・演出＝幸田友見
出演＝井田友和　暮川彰　幸田友見　剛たつひと　川
島一平他
〈指定席５５００円　自由席４８００円〉　２４日２時／７時　２５
日２時／６時３０分　２６日３時　他７時開演　ザ・ポケッ
ト	 ※７回

劇団スズメバチ。
２２日㈬～２６日㈰

「海が無えです」
脚本・演出＝ゆうき
出演＝坪井未来　村上理　愛恵　今村航　大野隆之他
〈４３００円〉　２２日７時　２６日２時　 他２時／７時開演　
OFF・OFFシアター	 ※８回

劇団黒テント
２２日㈬～２６日㈰

「ぼっかぶり」
作＝山形裕子　脚本・演出＝服部吉次
出演＝小篠一成　服部吉次　内沢雅彦　愛川敏幸　宮
崎恵治他
〈４５００円　学生３８００円〉　２２日７時３０分　２６日1時３０分
／６時　他２時／７時３０分開演　「劇」小劇場 ※９回

芝居企画TECALL
２２日㈬～２７日㈪

「鬼腕の談～かいだん屋奇譚～」
脚本・演出＝AKR
出演＝齋藤優　大川篤史　石井卓実　伊藤大介　神岡
建治他
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〈６０００円　３８００円〉　２２日７時　２５・２６日1時／６時　
２７日３時　他２時／７時開演　萬劇場	 ※1０回

filamentz×アガリスクエンターテイメント
２２日㈬～２７日㈪

「国府台ダブルス『いざ、生徒総会』／『卒業式、実行』」
脚本・演出＝冨坂友
出演＝池内理紗　江益凛　大滝紗緒里　大和田あずさ　
岡田怜志他
〈Ｓ席８０００円　Ａ席５３００円　Ｂ席４３００円　高校生以下
２０００円〉　２２・２３日７時　２７日1２時／４時３０分　他２時
／７時開演　新宿村LIVE	 ※1０回

大人の麦茶
２２日㈬～２９日㈬

「やっと味がする。」
脚本・演出＝塩田泰造
出演＝池田稔　並木秀介　宮原奨伍　岩田有弘　田名
瀬偉年他
〈５０００円　２５歳未満２５００円〉　２３・２８日３時／７時　２５
日1時／５時　２６日２時　２９日３時　他７時開演　ザ・
スズナリ	 ※11回

近畿大学　舞台芸術専攻3０期生
２３日㈭～２５日㈯

「花ニ鎖」
脚本＝フェデリゴ＝ガルシア・ロルカ　翻訳＝堀内研
二　潤色＝馬場朱里　鎌田夏芽　演出＝盛加代子
出演＝村上茉斗香　宮崎佳恋　鎌田夏芽　山下愛加　
廣瀬晴菜他
〈無料〉　２５日1時　他７時開演　近畿大学東大阪キャ
ンパス・アート館	 ※３回【大阪】

キコ qui–co.
２３日㈭～２６日㈰

「デッドストック・トーキョー」
脚本・演出＝小栗剛
出演＝佐藤健士　東澤有香　小口ふみか　音野暁　神
近梨子他
〈４２００円　中高生1５００円〉　２３日７時３０分　２６日1２時
／５時　他２時／７時３０分開演　駅前劇場	 ※７回

劇団もっきりや
２３日㈭～２６日㈰

「カラカラ。──君の言葉はもうここにないから」
脚本・演出＝杉浦久幸
出演＝石出勇騎　石渡孝　門岡瞳　坂井ひろし　杉浦
久幸他
〈３２００円〉　２５日２時／７時　２６日２時　他７時開演　阿

佐ヶ谷アルシェ	 ※５回

Marble Market Project
２３日㈭～２６日㈰

「我愛你」
脚本＝田中守幸　演出＝亀井伸一郎
出演＝荒井餅子　ケチャップ河合　飴屋燕　久保田康
裕　新弥来他
〈３０００円〉　２５・２６日３時／７時　他７時開演　天満天
六・音太小屋	 ※６回【大阪】

CEDAR
２３日㈭～２９日㈬

「悪霊」
脚本＝フョードル・ドストエフスキー　アルベール・
カミュ　演出＝松森望宏
出演＝三津谷亮　伊藤寧々　桧山征翔　清水優　七味
まゆ味他
〈Ｓ席６５００円　Ａ席４８００円〉　２５・２６日1２時／５時　
２７日６時　２９日1時　他1時／６時開演　シアター風姿
花伝	 　※1２回

Peachboys
２４日㈮～２６日㈰

「昇天」
脚本・演出＝クソ旦那
出演＝GO（菊池豪）　KYOKYO（山川恭平）　KYOSU
KE（川本喬介）　石井舞　板野成美他
〈３０００円〉　２４日８時　２５日４時／６時　２６日３時／６時
開演　東新宿Petit MOA	 ※５回

劇団枕返し
２４日㈮～２６日㈰

「NET“網”が切れたら、終わり？」
脚本・演出＝劇団枕返し
出演＝劇団枕返し
〈２８００円　1８歳以下1５００円　小学生以下無料〉　２４日６
時　２５日1時／６時　２６日1時／５時開演　遊空間がざ
びぃ	 ※５回

劇団レトルト内閣
２４日㈮～２６日㈰

「モダン・ガールはネコを探して」
脚本・演出＝三名刺繍
出演＝福田恵　川内信弥　たはらもえ　伊藤卯咲　田
頭健樹他
〈４２００円〉　２４日３時３０分／７時３０分　２５日２時／６時　
２６日1時／４時開演　HEP HALL	 ※６回【大阪】
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〈６０００円　３８００円〉　２２日７時　２５・２６日1時／６時　
２７日３時　他２時／７時開演　萬劇場	 ※1０回

filamentz×アガリスクエンターテイメント
２２日㈬～２７日㈪

「国府台ダブルス『いざ、生徒総会』／『卒業式、実行』」
脚本・演出＝冨坂友
出演＝池内理紗　江益凛　大滝紗緒里　大和田あずさ　
岡田怜志他
〈Ｓ席８０００円　Ａ席５３００円　Ｂ席４３００円　高校生以下
２０００円〉　２２・２３日７時　２７日1２時／４時３０分　他２時
／７時開演　新宿村LIVE	 ※1０回

大人の麦茶
２２日㈬～２９日㈬

「やっと味がする。」
脚本・演出＝塩田泰造
出演＝池田稔　並木秀介　宮原奨伍　岩田有弘　田名
瀬偉年他
〈５０００円　２５歳未満２５００円〉　２３・２８日３時／７時　２５
日1時／５時　２６日２時　２９日３時　他７時開演　ザ・
スズナリ	 ※11回

近畿大学　舞台芸術専攻3０期生
２３日㈭～２５日㈯

「花ニ鎖」
脚本＝フェデリゴ＝ガルシア・ロルカ　翻訳＝堀内研
二　潤色＝馬場朱里　鎌田夏芽　演出＝盛加代子
出演＝村上茉斗香　宮崎佳恋　鎌田夏芽　山下愛加　
廣瀬晴菜他
〈無料〉　２５日1時　他７時開演　近畿大学東大阪キャ
ンパス・アート館	 ※３回【大阪】

キコ qui–co.
２３日㈭～２６日㈰

「デッドストック・トーキョー」
脚本・演出＝小栗剛
出演＝佐藤健士　東澤有香　小口ふみか　音野暁　神
近梨子他
〈４２００円　中高生1５００円〉　２３日７時３０分　２６日1２時
／５時　他２時／７時３０分開演　駅前劇場	 ※７回

劇団もっきりや
２３日㈭～２６日㈰

「カラカラ。──君の言葉はもうここにないから」
脚本・演出＝杉浦久幸
出演＝石出勇騎　石渡孝　門岡瞳　坂井ひろし　杉浦
久幸他
〈３２００円〉　２５日２時／７時　２６日２時　他７時開演　阿

佐ヶ谷アルシェ	 ※５回

Marble Market Project
２３日㈭～２６日㈰

「我愛你」
脚本＝田中守幸　演出＝亀井伸一郎
出演＝荒井餅子　ケチャップ河合　飴屋燕　久保田康
裕　新弥来他
〈３０００円〉　２５・２６日３時／７時　他７時開演　天満天
六・音太小屋	 ※６回【大阪】

CEDAR
２３日㈭～２９日㈬

「悪霊」
脚本＝フョードル・ドストエフスキー　アルベール・
カミュ　演出＝松森望宏
出演＝三津谷亮　伊藤寧々　桧山征翔　清水優　七味
まゆ味他
〈Ｓ席６５００円　Ａ席４８００円〉　２５・２６日1２時／５時　
２７日６時　２９日1時　他1時／６時開演　シアター風姿
花伝	 　※1２回

Peachboys
２４日㈮～２６日㈰

「昇天」
脚本・演出＝クソ旦那
出演＝GO（菊池豪）　KYOKYO（山川恭平）　KYOSU
KE（川本喬介）　石井舞　板野成美他
〈３０００円〉　２４日８時　２５日４時／６時　２６日３時／６時
開演　東新宿Petit MOA	 ※５回

劇団枕返し
２４日㈮～２６日㈰

「NET“網”が切れたら、終わり？」
脚本・演出＝劇団枕返し
出演＝劇団枕返し
〈２８００円　1８歳以下1５００円　小学生以下無料〉　２４日６
時　２５日1時／６時　２６日1時／５時開演　遊空間がざ
びぃ	 ※５回

劇団レトルト内閣
２４日㈮～２６日㈰

「モダン・ガールはネコを探して」
脚本・演出＝三名刺繍
出演＝福田恵　川内信弥　たはらもえ　伊藤卯咲　田
頭健樹他
〈４２００円〉　２４日３時３０分／７時３０分　２５日２時／６時　
２６日1時／４時開演　HEP HALL	 ※６回【大阪】
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きゃらふるワンダーランド 第１０回 ラスト公演
２４日㈮～２６日㈰

「バンザイきゃらふる！」
脚本・演出＝島よしのり
出演＝島よしのり　赤田富子　木地谷俊行　KINAK
O　川野奈津美他
〈３８００円　学生２８００円〉　２４日３時／７時　２５日２時／６
時　２６日1時／５時開演　ABCホール	 ※６回【大阪】

ツレヅレ
２４日㈮～２６日㈰

「弱法師」
脚本＝三島由紀夫　演出＝木屋町アリー
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ままごと
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「ツアー」＋「タワー」

脚本・演出＝柴幸男
出演＝大石将弘　小山薫子　秋草瑠衣子　石倉来輝
〈２０００円　学生1０００円〉　２５日５時／７時　２６日1時／３
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〈OPAL〉
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原作＝五木寛之　脚本・演出＝鐘下辰男
出演＝新垣亘平　金原爽佳　永瀬巧真　小林芽　池田
夏七美他
〈1７００円　学生1２００円　高校生以下1０００円〉　1・２日1
時／６時　他６時開演　桜美林大学町田キャンパス・
徳望館小劇場	 ※11回（７回／４回）

文化庁・日本劇団協議会
２６日㈰～２月９日㈰

「ナイロンのライオン」
脚本・演出＝ラサール石井
出演＝山口麻衣加　丸山優子　三谷悦代　高畑こと美　
山植久美加他
〈平成キャスト４０００円　令和キャスト３５００円〉　２６・８
日1時／５時　２９日２時／７時　３０・５日２時　1日５時　
２・９日1時　他７時開演　３1・３日休演　劇場HOPE
	 ※1６回（７回／９回）

A.R.P
２８日㈫～２月２日㈰

「パズル」
脚本・演出＝A.ロックマン
出演＝北ひとみ　木下彩　斉藤正樹　眞田規史　須田
拓也他
〈４５００円〉　２８日７時　２日1時／５時　他２時／７時開演　
小劇場B１	 ※1０回（６回／４回）

ドラマデザイン社
２８日㈫～２月２日㈰

「ゲートシティーの恋」
脚本＝林さとみ　長谷賢治　演出＝山本和夫
出演＝國森桜　石井萌々果　白瀬南美　新嘉喜由芽　
坂口梨乃他
〈６０００円　５５００円　４５００円　 高校生以下４０００円〉　
３1・1日1２時／３時３０分／７時　２日1２時／３時３０分他
７時開演　テアトルBONBON	 ※11回（６回／５回）

虚飾集団廻天百眼
２８日㈫～２月３日㈪
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「不思議の国のアリス・オブザデッド」
脚本・演出＝石井飛鳥
出演＝紅日毬子　桜井咲黒　十三月紅夜　西邑卓哲　
左右田歌鈴他
〈４８００円　学生２０００円〉　1・２日２時／７時　　他７時
開演　ザムザ阿佐谷	 ※９回（４回／５回）

万能グローブ ガラパゴスダイナモス
２９日㈬～２月２日㈰

「甘い手」
脚本・演出＝川口大樹
出演＝椎木樹人　横山祐香里　山崎瑞穂　柴田伊吹　
石井実可子他
〈３８００円　学生２５００円〉　1日２時／６時　２日２時　他７
時開演　駅前劇場	 ※６回（３回／３回）

REON NEO COMPANY
２９日㈬～２月２日㈰

「帝都メルヒェン探偵録～幽霊屋敷のブレーメン～」
作＝黒崎リク　脚本・演出＝林将平
出演＝冨森ジャスティン　渡部大稀　大橋篤　REON　
安部光希他
〈Ｓ席７０００円　Ａ席６５００円〉　３1日２時／７時　1日1時
／６時　２日1時／５時　他７時開演　シアターグリー
ン　BIG TREE THEATER	 ※８回（４回／４回）

レティクル座
２９日㈬～２月２日㈰

「七人のエムザムライ」
脚本・演出＝阿部慎一郎
出演＝鈴木拓也　益山U☆G　依乃王里　小澤瑞季　
鬼樫もも他
〈４０００円　学生２５００円〉　３1・1日２時／７時　２日２時　
他７時３０分開演　上野ストアハウス　
	 ※７回（４回／３回）

遊戯空間
２９日㈬～２月２日㈰

「全段通し　仮名手本忠臣蔵」
脚本＝並木宗輔　竹田出雲　三好松洛　演出＝篠本賢
一
出演＝佐々木梅治　をはり万造　内山森彦　仲義代　
篠本賢一他
〈４０００円　学生２５００円〉　２時開演　３０日休演　浅草見
番	 ※４回（２回／２回）

GENKI Produce
２９日㈬～２月２日㈰

「家族と呼ばないで～I can’t say it enough～」

脚本＝田中大祐　演出＝田中しげ美
出演＝友常勇気　本西彩希帆　吉田宗洋　諸塚香奈実　
田野聖子他
〈Ｓ席７５００円　Ａ席６５００円〉　２９日７時　1日1時／６時　
２日1２時／４時　他２時／７時開演　ブディストホール
	 ※９回（５回／４回）

カガミ想馬プロデュース
２９日㈬～２月９日㈰

「熱海殺人事件　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」
脚本＝つかこうへい　演出＝カガミ想馬
出演＝石部雄一　水崎綾　織田俊輝　小田峻平　椎名
亜音他
〈３８００円〉　1・２・８日1時／６時　３～６日２時／７時　９
日1２時／５時　他７時開演　キーノートシアター
	 ※２０回（３回／1７回）

日穏―bion―
２９日㈬～２月９日㈰

「明日花―あしたばな―」
脚本＝岩瀬晶子　演出＝たんじだいご
出演＝内浦純一　岩瀬晶子　山田将之　本間剛　菅井
玲他
〈４３００円　高校生以下２５００円〉　３０・４・６日２時／７時
３０分　1・８日２時／６時　２・９日２時　 他７時開演　

「劇」小劇場	 ※1７回（４回／1３回）

DANCETERIA–ANNEX
３０日㈭～２月1日㈯

「音楽劇　春宵・・Menuett」
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
〈３５００円〉　1日６時　他７時開演　横浜山手１１１番館
	 ※３回（２回／1回）【神奈川】

舞台「私のホストちゃん」製作委員会
３０日㈭～２月２日㈰

「舞台『私のホストちゃん THE LAST LIVE』～最後ま
で愛をナメんなよ！～」
構成・演出＝村上大樹　総合プロデュース＝鈴木おさ
む
出演＝ソンジェ　米原幸佑　吉田広大　森田桐矢　
T–MAX他
〈1３８００円　８９００円　６９００円〉　３０日６時３０分　３1日1
時３０分／６時３０分　他1２時／５時開演　日本青年館
ホール	 ※７回（３回／４回）
※当公演は下記にて公演有り。
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▼２月11日㈫　〈1３８００円　８９００円　６９００円〉　1２時／
５時開演　名古屋市公会堂・大ホール　※２回【愛知】　
▼1４日㈮～1６日㈰　〈1３８００円　８９００円　６９００円〉　1４
日６時３０分　1５日1２時／５時　1６日1２時開演　NHK
大阪ホール　※４回【大阪】　▼２０日㈭　〈1５０００円　９８
００円〉　1時開演　チームスマイル豊洲PIT　※1回

青色遊船まもなく出航
３０日㈭～２月２日㈰

「窓越し」
脚本・演出＝白井ラテ
出演＝岩﨑舞　森口美香　河津未来
〈４０００円　高校生以下３０００円〉　３０日７時　２日1２時／
４時　他２時／７時開演　劇場MOMO
	 ※７回（３回／４回）

U–33project
３０日㈭～２月２日㈰

「残機尽きるまで私は戦う～再演～」
脚本・演出＝結城ケン三
出演＝鹿角東子　小泉愛美香　長谷川栞　三浦葵　緑
谷紅遥
〈２５００円　高校生以下1０００円〉　３０日７時　２日1時／５
時　他２時／７時開演　高田馬場ラビネスト
	 ※７回（３回／４回）

temp．
３1日㈮～２月２日㈰

「4.48 PSYCHOSIS」
脚本＝サラ・ケイン　演出＝temp.
出演＝前東美菜子　内堀律子
〈３５００円　２５歳以下２８００円　学生1０００円〉　３1日７時
３０分　1日２時／７時３０分　２日1時／５時開演　新宿眼
科画廊	 ※５回（1回／４回）

ガチャ劇
３1日㈮～２月２日㈰

「脱獄戦隊ニゲルンジャー～さよならキャベジン先生～」
作・演出＝田中寅雄
出演＝田中寅雄　岡田地平　布川隼汰　峰ゆとり　松
本旭平他
〈５５００円〉　３1日７時　他２時／６時開演　新宿LIVE 
FREAK	 ※５回（1回／４回）

雨梨
３1日㈮～２月２日㈰

「死にたがり物語」
脚本・演出＝平野梨紗子
出演＝東京ドム子　武藤雄太　柴田到　渡辺佑捺　中

野華子他
〈２５００円　学生２０００円〉　３1日７時　1日２時／７時　２
日1時／５時開演　シアターバビロンの流れのほとり
にて	 ※５回（1回／４回）

劇団TRY–R 第3回公演
３1日㈮～２月２日㈰

「鳰の海　ニオノウミ　夢現天道奇譚」
作・演出＝三浦良介
出演＝大石英玄　佐々木涼　亀井玲太　島田和紀　小
野口伊織他
〈３５００円　学生２５００円　小学生以下1０００円〉　３1日７時　
1日1時／６時　２日1時開演　シアターグリーン BOX 
in BOX THEATER	 ※４回（1回／３回）

をまちながら
３1日㈮～２月３日㈪

「TRANS（トランス）」
脚本＝鴻上尚史　演出＝〇＋Ｉ＝２
出演＝佐竹仁　清水康司　大西千保
〈３０００円〉　３1日７時　1日２時／６時　２日1時／５時　３
日２時開演　未来ワークスタジオ　
	 ※６回（1回／５回）【大阪】

unrato（アン・ラト）
３1日㈮～２月９日㈰

「メアリー・ステュアート」
脚本＝ダーチャ・マライーニ　演出＝大河内直子
出演＝霧矢大夢　保坂知寿
〈８８００円　学生４４００円　高校生以下３３００円〉　1日３時　
２・９日1時　３日２時／７時　７日２時　８日1時／６時　
他７時開演　赤坂RED/THEATER
	 ※1２回（1回／11回）

ネルケプランニング　リアルファイティング
３1日㈮～２月９日㈰

「はじめの一歩」
原作＝森川ジョージ　脚本・演出＝喜安浩平　音楽＝
和田俊輔
出演＝後藤恭治　滝澤諒　和田凌　滝川広大　松本寛
也他
〈８０００円〉　1・２・８日1時／６時　９日1時　他７時開演　
ステラボール（Stellar Ball）	 ※1３回（1回／1２回）

《２月》

劇団「地蔵中毒」
1日㈯

「劇団「地蔵中毒」寄席 vol.１～ふやけ寿司再生工場～」
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脚本・演出＝大谷皿屋敷＆地蔵中毒
出演＝大谷皿屋敷　栗原三葉虫　関口オーディンまさ
お　かませけんた　東野良平他
〈２８００円〉　２時／６時３０分開演　ユーロライブ	 ※２回

劇団右脳爆発
1日㈯・２日㈰

「三人分の欠陥」
脚本・演出＝渡辺岳
出演＝暮森芹　佐藤陽香　岡田光司　入江ほのか　唄
種夢他
〈３０００円　学生1５００円〉　1日２時／７時　２日２時開演　
in→dependent theatre ２nd	 ※３回【大阪】

ステージタイガー
1日㈯・２日㈰

「華よ咲け」
脚本＝松橋結衣　演出＝虎本剛
出演＝小野愛寿香　谷屋俊輔　白井宏幸　南由希恵　
竹林なつ帆他
〈３０００円〉　1日７時　２日1時／５時開演　近鉄アート
館	 ※３回【大阪】

流山児★事務所
1日㈯～９日㈰

「コタン虐殺」
脚本・演出＝詩森ろば
出演＝伊藤弘子　上田和弘　甲津拓平　イワヲ　荒木
理恵他
〈４０００円　学生・２５歳以下・養成所生２５００円　高校生
以下1０００円〉　1・３・４日７時　６・８日２時／７時　他２
時開演　ザ・スズナリ	 ※11回

藤原たまえプロデュース
４日㈫～９日㈰

「GIRLS TALK TO THE END」
脚本＝幸野紘子　演出＝藤原珠恵
出演＝青山愛依　羽野瑠華　川嶋月　吉川ひより　吉
田さと他
〈３５００円〉　４日７時　８日1２時／３時３０分／７時　９日1
時／５時　他３時３０分／７時開演　千本桜ホール
	 ※1２回

吉祥寺GORILLA
４日㈫～９日㈰

「グロサリー」
脚本・演出＝平井隆也
出演＝平井泰成　榎本悟　川上献心　小島明之　長友
美聡他

〈３５００円　学生２５００円〉　７・８日２時／７時３０分　９日
1２時／４時　他７時３０分開演　スタジオ空洞
	 ※９回【大阪】

ものづくり計画
５日㈬～９日㈰

「苺と泡沫と二人のスーベニア」
脚本・演出＝勝又悠
出演＝花井円香　西森じん　柳はる　スープリンシア　
長谷川杏美他
〈Ｓ席４９００円　Ａ席２９００円〉　５日７時　８日２時／６時　
９日1２時／４時　他２時／７時開演　上野ストアハウス
	 ※９回

ALPHA Entertainment
５日㈬～９日㈰

「盆栽」
脚本＝小路紘史　演出＝倉本朋幸
出演＝森岡龍　大谷麻衣　カトウシンスケ　立石晴香　
後藤剛範他
〈６０００円〉　８日２時／７時　９日1２時／４時　他７時開演　
渋谷区文化総合センター大和田・伝承ホール	 ※７回

時空捜査局ランティア実行委員会
５日㈬～９日㈰

「時空捜査局ランティア」
脚本・演出＝長谷川直輝
出演＝藍梨　小松穂葉　光希真珠　海老原春香　みな
み桜他
〈Ｓ席８３００円　Ａ席７３００円　自由席６３００円〉　７日２時
／７時　８日1時／６時　９日1２時／５時　他７時開演　
新宿シアターモリエール	 ※８回

株式会社GEMS
５日㈬～９日㈰

「コールド・ベイビーズ」
脚本・演出＝春陽漁介
出演＝MARK　田中順也　KOHEY　石川凌雅　渡辺
コウジ他
〈Ｓ席８５００円　Ａ席７０００円〉　５日７時　９日２時　他２
時／７時開演　中目黒キンケロ・シアター	 ※８回

TOKYO笹塚ボーイズ
５日㈬～９日㈰

「朝の気配」
脚本・演出＝川上一輝
出演＝木下卓也　高山璃子　鐘ヶ江佳太　久保早里奈　
コーシロー他
〈４０００円　高校生以下1０００円〉　８日1時／６時　９日1２
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時／４時３０分　他２時／７時開演　花まる学習会王子小
劇場	 ※1０回

青年団若手自主企画vol.83 三橋企画　リーディング
公演

５日㈬～1０日㈪
「自然な未来！」
脚本＝平田オリザ　脚本・演出＝三橋亮太
出演＝宮部純子　新田佑梨　名古屋愛　坊薗初菜　佐
藤岳
〈２５００円〉　８・９日２時／７時３０分　1０日２時　他７時３０
分開演　アトリエ春風舎	 ※８回

ここ風
５日㈬～11日㈫

「トタン屋根でスキップ」
脚本・演出＝霧島ロック
出演＝三谷健秀　天野弘愛　香月健志　斉藤太一　花
井祥平他
〈３８００円　学生２５００円〉　５日７時　９・11日２時　他２
時／７時開演　シアター7１１	 ※11回

“STRAYDOG”
５日㈬～11日㈫

「映像都市（チネチッタ）」
脚本＝鄭義信　演出＝森岡利行
出演＝石田太一　高野誠三　吉舎聖史　内田隼人　露
口祐斗他
〈４５００円　高校生以下３０００円〉　５・６日７時　９・11日
1２時／４時　他２時／７時開演　ワーサルシアター
	 ※1２回

桃尻犬
５日㈬～11日㈫

「ゴールドマックス、ハカナ町」
脚本・演出＝野田慈伸
出演＝青山祥子　大宮二郎　神崎れな　木山廉彬　徳
橋みのり他
〈３５００円　高校生以下２０００円〉　７日２時／７時３０分　
８・９日２時／７時　11日２時　他７時３０分開演　OFF・
OFFシアター	 ※1０回

劇団KEYBOARD
５日㈬～1２日㈬

「だめだこりゃの王国」
脚本・演出＝小山希美
出演＝大沢宗也　佐藤有朔　髙山実音歌　山下華蓮　
徳永創士他
〈３８００円　２２歳以下２５００円〉　６日２時／７時３０分　８・

９・11日２時／６時　1２日２時　他７時３０分開演　小劇
場楽園	 ※1２回

UDA☆MAP
５日㈬～1２日㈬

「KAIRO ―カイロ―」
脚本＝細川博司　演出＝松本陽一
出演＝栞菜　小林亜実　宇田川美樹　稲葉麻由子　梅
原サエリ他
〈６３８０円　５８００円〉　６日２時／７時　８・９・11日1時／
６時　1２日1時　他７時開演　萬劇場	 ※1２回

シベリア少女鉄道
５日㈬～1６日㈰

「ビギンズリターンズアンドライジングフォーエ
ヴァー」
脚本・演出＝土屋亮一
出演＝浅見紘至　加藤雅人　篠原正明　川井檸檬　小
関えりか他
〈４５００円　２５歳以下３０００円〉　８・1５日２時／６時　９・
11・1６日1時／５時　他８時開演　シアターグリーン　
BIG TREE THEATER	 ※1７回

こわっぱちゃん家
６日㈭～９日㈰

「-１２7birth」
脚本・演出＝トクダタクマ
出演＝瀧啓祐　トクダタクマ　卯木祐矢　海老原直　
大瀬さゆり他
〈３８００円　学生２８００円〉　６日７時　７日２時／７時　８日
1時３０分／６時３０分　９日1時／５時３０分開演　シア
ター風姿花伝	 ※７回

演劇ユニット Willow’s
６日㈭～９日㈰

「ハムレット」
脚本＝W.	シェイクスピア　演出＝栁沼拓也
出演＝高橋拓己　栁沼拓也　小日向春平　家入健都　
浦野朋也他
〈２５００円〉　９日1２時／５時　他1２時／６時開演　ART 
THEATER 上野小劇場	 ※８回

劇団「やぶ～ぶ～」
６日㈭～９日㈰

「天使よりも綺麗な私たち」
脚本・演出＝藪内明
出演＝乙津香里　川島龍生　楓希　竹馬　松井夢他
〈３２００円　２２歳以下２７００円　高校生1７００円〉　８日２時
／７時　９日1時　他７時開演　ひつじ座	 ※５回
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演劇組織KIMYO
７日㈮～９日㈰

「ハンザキ」
脚本・演出＝宮谷達也
出演＝野田雄大　藤原孝喜　元山未奈美　長江峰和　
中江正成他
〈４５００円　２５歳以下２５００円　高校生以下1５００円〉　７日
７時　８日２時／７時　９日1時開演　シアターグリーン　
BOX in BOX THEATER	 ※４回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２７日㈭～３月1日㈰　〈４５００円　２５歳以下２５００円　
高校生以下1５００円〉　２９日1時／６時　1日11時／４時　
他７時開演　愛知県芸術劇場・小ホール　※６回（４回
／２回）【愛知】

虚空旅団
７日㈮～９日㈰

「ダライコ挽歌」
脚本・演出＝高橋恵
出演＝赤穂神惟　浅雛拓　河口仁　杉江美生　瀬古尚
樹他
〈３５００円　1８歳以下２５００円〉　７日７時３０分　８日２時／
６時　９日２時開演　AI・HALL	 ※４回【兵庫】

SSTプロデュース
７日㈮～1０日㈪

「彼方のソナタ」
脚本＝大竹野正典　演出＝当麻英始
出演＝北野勇作　魔人ハンターミツルギ　高瀬和彦　
池上和美
〈３０００円〉　８・９日２時／７時３０分　他８時開演　難波
サザンシアター	 ※６回【大阪】

怪奇月蝕キヲテラエ
７日㈮～11日㈫

「好きな子として、生きていく」
脚本・演出＝三浦仁
出演＝清水澪　守谷花梨　杉山文乃　中村遥香　橋爪
水姫他
〈２５００円　２２歳以下２０００円　高校生以下５００円〉　７日７
時３０分　1０日３時／７時３０分　11日３時／７時　他1時
／５時３０分開演　新宿眼科画廊	 ※９回

なにわニコルソンズ
７日㈮～11日㈫

「お通夜イレブン」
脚本・演出＝木下半太
出演＝新井聖美　荒井あづみ　井澤こへ蔵　伊藤奈美　
伊舞なおみ他

〈４３００円〉　８日３時／７時　９日1時／５時　11日1２時／
４時　他７時開演　TORII HALL	 ※８回【大阪】

BASEプロデュース
７日㈮～1４日㈮

「冷徹」
脚本・演出＝望月清一郎
出演＝佐藤拓之　鶴町憲　吉田蒼　山本佳希
〈３０００円〉　７・1２日８時　1０・1３日３時／８時　1４日７
時　他３時／７時開演　BAR BASE	 ※1３回

幻灯劇場
８日㈯

「０番地」
脚本・演出＝藤井颯太郎
出演＝鳩川七海　本城祐哉　松本真依　城野佑弥　橘
カレン他
〈1０００円　学生５００円〉　５時２０分開演　京都府立文化
芸術会館	 ※1回【京都】

フェルフェン
９日㈰

「回遊魚たちのブルー」
脚本・演出＝五十嵐絢美
出演＝五十嵐絢美　山岡よしき　栗原雅美　福浦麻子
〈２０００円〉　２時開演　新宿文化センター	 ※1回

鮭スペアレ
９日㈰

「物狂い音楽劇『リヤ王』」
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア　訳＝坪内逍遙　
演出＝中込遊里
出演＝葵　清水いつ鹿　上埜すみれ　宮川麻理子　水
上亜弓他
〈３５００円　学生２５００円　高校生以下1５００円〉　２時／６
時開演　宮越記念久良岐能舞台	 ※２回【神奈川】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11日㈫　〈３５００円　学生２５００円　高校生以下1５００
円〉　11時／２時／６時開演　銕仙会能楽研修所　※３
回

扉座サテライト公演
９日㈰～1６日㈰

「LOVELOVELOVE２3」
脚本・演出＝横内謙介　串間保彦
出演＝生田由明乃　大川亜耶　翁長志樹　井筒結希　
奥澤朱里他
〈３８００円〉　９日６時　11日２時　1５日1時／６時　1６日1
時　他７時開演　すみだパークスタジオ倉（そう）
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演劇組織KIMYO
７日㈮～９日㈰

「ハンザキ」
脚本・演出＝宮谷達也
出演＝野田雄大　藤原孝喜　元山未奈美　長江峰和　
中江正成他
〈４５００円　２５歳以下２５００円　高校生以下1５００円〉　７日
７時　８日２時／７時　９日1時開演　シアターグリーン　
BOX in BOX THEATER	 ※４回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２７日㈭～３月1日㈰　〈４５００円　２５歳以下２５００円　
高校生以下1５００円〉　２９日1時／６時　1日11時／４時　
他７時開演　愛知県芸術劇場・小ホール　※６回（４回
／２回）【愛知】

虚空旅団
７日㈮～９日㈰

「ダライコ挽歌」
脚本・演出＝高橋恵
出演＝赤穂神惟　浅雛拓　河口仁　杉江美生　瀬古尚
樹他
〈３５００円　1８歳以下２５００円〉　７日７時３０分　８日２時／
６時　９日２時開演　AI・HALL	 ※４回【兵庫】

SSTプロデュース
７日㈮～1０日㈪

「彼方のソナタ」
脚本＝大竹野正典　演出＝当麻英始
出演＝北野勇作　魔人ハンターミツルギ　高瀬和彦　
池上和美
〈３０００円〉　８・９日２時／７時３０分　他８時開演　難波
サザンシアター	 ※６回【大阪】

怪奇月蝕キヲテラエ
７日㈮～11日㈫

「好きな子として、生きていく」
脚本・演出＝三浦仁
出演＝清水澪　守谷花梨　杉山文乃　中村遥香　橋爪
水姫他
〈２５００円　２２歳以下２０００円　高校生以下５００円〉　７日７
時３０分　1０日３時／７時３０分　11日３時／７時　他1時
／５時３０分開演　新宿眼科画廊	 ※９回

なにわニコルソンズ
７日㈮～11日㈫

「お通夜イレブン」
脚本・演出＝木下半太
出演＝新井聖美　荒井あづみ　井澤こへ蔵　伊藤奈美　
伊舞なおみ他

〈４３００円〉　８日３時／７時　９日1時／５時　11日1２時／
４時　他７時開演　TORII HALL	 ※８回【大阪】

BASEプロデュース
７日㈮～1４日㈮

「冷徹」
脚本・演出＝望月清一郎
出演＝佐藤拓之　鶴町憲　吉田蒼　山本佳希
〈３０００円〉　７・1２日８時　1０・1３日３時／８時　1４日７
時　他３時／７時開演　BAR BASE	 ※1３回

幻灯劇場
８日㈯

「０番地」
脚本・演出＝藤井颯太郎
出演＝鳩川七海　本城祐哉　松本真依　城野佑弥　橘
カレン他
〈1０００円　学生５００円〉　５時２０分開演　京都府立文化
芸術会館	 ※1回【京都】

フェルフェン
９日㈰

「回遊魚たちのブルー」
脚本・演出＝五十嵐絢美
出演＝五十嵐絢美　山岡よしき　栗原雅美　福浦麻子
〈２０００円〉　２時開演　新宿文化センター	 ※1回

鮭スペアレ
９日㈰

「物狂い音楽劇『リヤ王』」
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア　訳＝坪内逍遙　
演出＝中込遊里
出演＝葵　清水いつ鹿　上埜すみれ　宮川麻理子　水
上亜弓他
〈３５００円　学生２５００円　高校生以下1５００円〉　２時／６
時開演　宮越記念久良岐能舞台	 ※２回【神奈川】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11日㈫　〈３５００円　学生２５００円　高校生以下1５００
円〉　11時／２時／６時開演　銕仙会能楽研修所　※３
回

扉座サテライト公演
９日㈰～1６日㈰

「LOVELOVELOVE２3」
脚本・演出＝横内謙介　串間保彦
出演＝生田由明乃　大川亜耶　翁長志樹　井筒結希　
奥澤朱里他
〈３８００円〉　９日６時　11日２時　1５日1時／６時　1６日1
時　他７時開演　すみだパークスタジオ倉（そう）
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	 ※９回

EPOCH MAN〈エポックマン〉
1０日㈪～1６日㈰

「Maybe a Crane～鶴かもしれない～」
脚本・演出＝小沢道成
出演＝小沢道成
〈３２００円〉　11日３時　1５日３時／６時３０分　1６日11時
／４時３０分　他８時開演　yoshidamachi Lily　
	 ※８回【神奈川】

日本工学院専門学校　声優・演劇科／演劇スタッフ科　
卒業公演

11日㈫～1３日㈭
「見よ、飛行機の高く飛べるを」
脚本＝永井愛　演出＝須藤黄英
出演＝声優演劇科４３期
〈無料〉　11日２時　1２日1時／６時　1３日1時開演　片
柳記念ホール	 ※４回

PLANT　M
11日㈫～２３日㈰

「『君ヲ泣ク』×『ラズベリーシャウト』」
脚本・演出＝樋口ミユ
出演＝ののあざみ　松村里美　髙道屋沙姫　千田訓子　
橋本浩明他
〈３５００円　高校生以下５００円〉　11・1５・1６・２２日1時
／５時　２３日11時／３時　他７時３０分開演　1４・２０日
休演　ウイングフィールド	 ※1６回【大阪】

羽仁プロデュース
11日㈫～２４日㈪

「ハッピーハードラック」
脚本＝羽仁修　演出＝佐野瑞樹
出演＝月岡弘一　天野麻菜　岩田裕耳　星乃勇太　若
松春奈他
〈５５００円　５０００円〉　1５・1６・２２・２３日２時／６時　２４
日２時　他７時３０分開演　上野ストアハウス	 ※1８回

アブラクサス
1２日㈬～1６日㈰

「タブーなき世界そのつくり方」
脚本・演出＝アサノ倭雅
出演＝松本紀保　星野クニ　鯨エマ　斉藤悠　江刺家
伸雄他
〈４０００円　２２歳以下３０００円〉　1３・1５日２時／７時　1６
日1時／５時　他７時開演　サンモールスタジオ
　 ※８回

日本の演劇人を育てるプロジェクト「日本の劇」戯曲賞
２０１8

1２日㈬～1６日㈰
「酔鯨云々」
脚本＝中越信輔　演出＝中屋敷法仁
出演＝大滝寛　松田洋治　小林あや　相原佳花　鎌倉
太郎他
〈４０００円　２５歳以下２５００円〉　1４日２時／７時　1５日２
時／６時　1６日２時　他７時開演　ザ・ポケット
 　※７回

劇団深海水族館
1３日㈭～1５日㈯

「明日に笑え！」
脚本＝山口雄大　辻野正樹　山岡幸紘　演出＝齋藤蘭
出演＝齋藤蘭　福島麻緒里　田村真愛　桔汰燈　宋金
香他
〈３３００円〉　1３日７時　他２時／６時開演　北池袋・新生
館シアター	 ※５回

Enjoy Stage　MITUBAKO
1３日㈭～1６日㈰

「塞いで蓋して」
脚本＝品田裕介　演出＝猪瀬光博
出演＝足立りょう太　石崎菜音　石井春花　増井剛　
松岡なえ他
〈３８００円〉　1３日７時　1６日２時　他２時／７時開演　武
蔵野芸能劇場・小劇場	 ※６回

カラスカ
1３日㈭～1７日㈪

「まんま、見ぃや！」
脚本・演出＝江戸川崇
出演＝遠藤瑠香　森田晋平　石井陽菜　霜月紫　玉木
惣一郎他
〈４５００円〉　1３日７時　1６日1時／６時　1７日３時　他７
時開演　新宿シアターモリエール	 ※８回

殿様ランチ
1３日㈭～1９日㈬

「正義について」
脚本・演出＝板垣雄亮
出演＝杉岡あきこ　平塚正信　こくぼつよし　小笠原
佳秀　板垣雄亮他
〈４５００円　学生２５００円　高校生以下1０００円〉　1５日1時
３０分／６時３０分　1６日1時３０分　1８日２時／７時３０分　
1９日２時／７時　他７時３０分開演　駅前劇場	 ※1０回

CBGKシブゲキ‼
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1３日㈭～1９日㈬
「春母夏母秋母冬母」
脚本・演出＝糸井幸之介
出演＝深井順子　森下亮　土屋神葉　上西星来
〈５０００円〉　1５・1６・1８日２時／７時　1９日２時　他７時
開演　CBGKシブゲキ‼	 ※1０回

あひるなんちゃら
1３日㈭～1９日㈬

「寒がる寒がり」
脚本・演出＝関村俊介
出演＝根津茂尚　篠本美帆　野村梨々子　笠井里美　
笠井幽夏子他
〈２５００円　学生1０００円〉　1５日３時／７時　1６日２時／６
時　1９日２時／７時３０分　他７時３０分開演　OFF・
OFFシアター	 ※1０回

OM–２
1４日㈮～1６日㈰

「傾斜 Heaven & Hell」
脚本・演出＝真壁茂夫　柴田恵美
出演＝佐々木敦　柴田恵美　笠松環　澤原剛生　安芸
純香他
〈３７００円　学生２７００円〉　1６日３時1５分　他７時1５分開
演　日暮里サニーホール	 ※３回

演劇企画集団LondonPANDA
1４日㈮～1６日㈰

「ほつれる、闇」
脚本・演出＝大河原準介
出演＝芝原弘　飯沼由和　キサラカツユキ　χ梨ライ
ヒ　阿部豪毅他
〈３５００円　学生２８００円　1８歳以下1５００円〉　1４日８時　
1５日1時／６時　1６日1時開演　小劇場楽園	 ※４回

劇団サラリーマンチュウニ
1４日㈮～1６日㈰

「１０ years after SC２」
脚本・演出＝鈴木雄一
出演＝鈴木雄一　五十嵐友紀　大久保里紗　伊集院尚
悟　堀雄介他
〈３０００円〉　1４日７時３０分　1５日２時／７時３０分　1６日1
時／５時開演　アトリエファンファーレ高円寺　
	 ※５回

プロトテアトル
1４日㈮～1６日㈰

「XX」
脚本・演出＝FOペレイラ宏一朗

出演＝小島翔太　豊島祐貴　宇垣サグ　大形駿也　岡
田望他
〈３０００円　学生２５００円　高校生以下1０００円〉　1４日７時　
1５日1時／６時　1６日1時／５時開演　神戸アートビ
レッジセンター	 ※５回【兵庫】

劇団東京乾電池
1４日㈮～２３日㈰

「卵の中の白雪姫」
脚本＝別役実　演出＝柄本明
出演＝劇団東京乾電池メンバー
〈３０００円　中高生２０００円　小学生以下1５００円〉　1４日７
時　1６・1７・1９・２３日２時　他２時／７時開演　ザ・ス
ズナリ	 ※1５回

ラゾーナ川崎プラザソル
1４日㈮～２４日㈪

「KEISOU」
脚本＝緑慎一郎　演出＝酒井俊介
出演＝山田拓未　田中惇之　山村真也　栂村年宣　中
西浩　真壁勇樹他
〈６０００円　４５００円　学生３５００円〉　1４・1７・２1日７時　
２４日２時　他1時／６時開演　1８～２０日休演　ラゾー
ナ川崎プラザソル	 ※1２回【神奈川】

匿名劇壇
1４日㈮～２９日㈯

「ときめく医学と運命的なアイデア」
脚本・演出＝福谷圭祐
出演＝佐々木誠　杉原公輔　東千紗都　小野村優　北
山聖佳他
〈３８００円　学生２８００円　高校生以下1０００円〉　1５日６時　
1６・２２～２４・２９日1時／６時　1９日３時　２６日３時／８
時　他８時開演　1８・２５日休演　in→dependent th
eatre ２nd	 ※２０回【大阪】

feblaboプロデュース
1５日㈯

「Dramatic Jam『疚しい理由』『紙風船』『席替え』」
脚本＝ブラジリィー・アン・山田　岸田國士　萩原伸
次　演出＝池田智哉
出演＝城之戸ろこ　藤田葵　山村鉄平　玉山悟　最中
他
〈３０００円　1８歳以下1５００円〉　７時開演　新宿シア
ター・ミラクル	 ※1回

大手前大学演劇部 演劇★団子
1５日㈯

「ナユタユモノ」
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1３日㈭～1９日㈬
「春母夏母秋母冬母」
脚本・演出＝糸井幸之介
出演＝深井順子　森下亮　土屋神葉　上西星来
〈５０００円〉　1５・1６・1８日２時／７時　1９日２時　他７時
開演　CBGKシブゲキ‼	 ※1０回

あひるなんちゃら
1３日㈭～1９日㈬

「寒がる寒がり」
脚本・演出＝関村俊介
出演＝根津茂尚　篠本美帆　野村梨々子　笠井里美　
笠井幽夏子他
〈２５００円　学生1０００円〉　1５日３時／７時　1６日２時／６
時　1９日２時／７時３０分　他７時３０分開演　OFF・
OFFシアター	 ※1０回

OM–２
1４日㈮～1６日㈰

「傾斜 Heaven & Hell」
脚本・演出＝真壁茂夫　柴田恵美
出演＝佐々木敦　柴田恵美　笠松環　澤原剛生　安芸
純香他
〈３７００円　学生２７００円〉　1６日３時1５分　他７時1５分開
演　日暮里サニーホール	 ※３回

演劇企画集団LondonPANDA
1４日㈮～1６日㈰

「ほつれる、闇」
脚本・演出＝大河原準介
出演＝芝原弘　飯沼由和　キサラカツユキ　χ梨ライ
ヒ　阿部豪毅他
〈３５００円　学生２８００円　1８歳以下1５００円〉　1４日８時　
1５日1時／６時　1６日1時開演　小劇場楽園	 ※４回

劇団サラリーマンチュウニ
1４日㈮～1６日㈰

「１０ years after SC２」
脚本・演出＝鈴木雄一
出演＝鈴木雄一　五十嵐友紀　大久保里紗　伊集院尚
悟　堀雄介他
〈３０００円〉　1４日７時３０分　1５日２時／７時３０分　1６日1
時／５時開演　アトリエファンファーレ高円寺　
	 ※５回

プロトテアトル
1４日㈮～1６日㈰

「XX」
脚本・演出＝FOペレイラ宏一朗

出演＝小島翔太　豊島祐貴　宇垣サグ　大形駿也　岡
田望他
〈３０００円　学生２５００円　高校生以下1０００円〉　1４日７時　
1５日1時／６時　1６日1時／５時開演　神戸アートビ
レッジセンター	 ※５回【兵庫】

劇団東京乾電池
1４日㈮～２３日㈰

「卵の中の白雪姫」
脚本＝別役実　演出＝柄本明
出演＝劇団東京乾電池メンバー
〈３０００円　中高生２０００円　小学生以下1５００円〉　1４日７
時　1６・1７・1９・２３日２時　他２時／７時開演　ザ・ス
ズナリ	 ※1５回

ラゾーナ川崎プラザソル
1４日㈮～２４日㈪

「KEISOU」
脚本＝緑慎一郎　演出＝酒井俊介
出演＝山田拓未　田中惇之　山村真也　栂村年宣　中
西浩　真壁勇樹他
〈６０００円　４５００円　学生３５００円〉　1４・1７・２1日７時　
２４日２時　他1時／６時開演　1８～２０日休演　ラゾー
ナ川崎プラザソル	 ※1２回【神奈川】

匿名劇壇
1４日㈮～２９日㈯

「ときめく医学と運命的なアイデア」
脚本・演出＝福谷圭祐
出演＝佐々木誠　杉原公輔　東千紗都　小野村優　北
山聖佳他
〈３８００円　学生２８００円　高校生以下1０００円〉　1５日６時　
1６・２２～２４・２９日1時／６時　1９日３時　２６日３時／８
時　他８時開演　1８・２５日休演　in→dependent th
eatre ２nd	 ※２０回【大阪】

feblaboプロデュース
1５日㈯

「Dramatic Jam『疚しい理由』『紙風船』『席替え』」
脚本＝ブラジリィー・アン・山田　岸田國士　萩原伸
次　演出＝池田智哉
出演＝城之戸ろこ　藤田葵　山村鉄平　玉山悟　最中
他
〈３０００円　1８歳以下1５００円〉　７時開演　新宿シア
ター・ミラクル	 ※1回

大手前大学演劇部 演劇★団子
1５日㈯

「ナユタユモノ」
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脚本＝森本博人　演出＝森川剛
出演＝吉田舞衣　森本博人　村田智哉　中野大樹　江
本紗里他
〈1０００円　学生５００円〉　11時／３時開演　大手前大学
CELLォーラム	 ※２回【兵庫】

Project To Do
1５日㈯・1６日㈰

「ナイト・メア～黒い夢と夢現の扉～」
脚本・演出＝中尾陽太
出演＝平山雄大　井川勇樹　野田怜奈　片平愛理　中
川輝己他
〈Ｓ席５５００円　Ａ席４０００円〉　1５日２時／６時　1６日1
時／５時開演　萬劇場	 ※４回

The end of company ジエン社
1５日㈯・1６日㈰

「わたしたちはできない、をする。」
脚本・演出＝山本健介
出演＝荒田幸紀　池田衣穂　井澤佳奈　梅永あん　梅
津佐知他
〈３０００円　２２歳以下２５００円　高校生以下1０００円〉　1時
／５時開演　スタジオ「HIKARI」	 ※４回【神奈川】

アルファポイント朗読劇
1５日㈯・1６日㈰

「バケノカワ～僕が君を守るから」
脚本・演出＝愛海夏子
出演＝結木滉星　南圭介　布川隼汰　杉本海凪　安藤
慶一
〈６８００円〉　1５日３時／７時　1６日1時／６時開演　万松
寺・白龍館２階白龍ホール	 ※４回【愛知】

劇団Camp
1５日㈯・1６日㈰

「Sing in Sign」
脚本＝エスムラルダ　モスクワカヌ　演出＝須名梓
出演＝渥美一稀　井坂日向子　江口智香子　ゴーゴー
木村　西田夏樹他
〈３０００円　高校生以下・障がい者1５００円〉　1５日７時　
1６日1時／５時３０分開演　OVAL THEATER & GAL
LERY（旧・ロクソドンタブラック）	 ※３回【大阪】

劇団変えますか
1５日㈯・1６日㈰

「それ、変えてみますか。」
脚本・演出＝サミュエル・ツヤン　遠藤由己
出演＝岸田月穂　lulu　中戸太一　木下梨実　橋本悠
樹他

〈無料〉　1５日３時／６時　1６日２時開演　大阪大学（豊
中キャンパス）	 ※３回【大阪】

一般社団法人表現者工房
1５日㈯～1７日㈪

「あの星はいつ現はれるか～編み直された岸田國士～」
脚本＝岸田國士　演出＝古川貴義　矢内文章　七味ま
ゆ味
出演＝青山瑛海　飯田紀史　大塚宣幸　神藤恭平　真
銅美織他
〈４０００円　２５歳以下３０００円〉　1５日1時／６時　1６日11
時／４時　1７日３時開演　表現者工房	 ※５回【大阪】

無名劇団
1６日㈰

「BOMB–AI–YEAH!!!!! リーディング公演」
脚本＝中條岳青　演出＝島原夏海
出演＝島原夏海　中谷有希　柊美月　今井桃子　泉侃
生他
〈1５００円〉　２時／５時開演　SENSE BAR
	 ※２回【大阪】

劇団夜行列舎
1６日㈰～２３日㈰

「ゴーレムの記憶　ジャガーの眼編」
脚本＝永野直樹　演出＝夜光と夜行列舎
出演＝藤澤邦見　瀧永哲　酒井いずみ　まみ　小林涼
太他
〈２５００円〉　1７日７時３０分　２３日1時／７時　他７時開演　
1７～２０日休演　千本桜ホール	 ※５回

CLIE
1６日㈰～３月1日㈰

「浪漫活劇譚『艶漢』第四夜」
脚本・演出＝ほさかよう
出演＝櫻井圭登　末原拓馬　三上俊　小沼将太　岡田
あがさ他
〈プレミアム席11０００円　一般席６９００円〉　1６日６時　
1９日２時／７時　２２～２４・２９日1時／６時　1日1２時／５
時　他７時開演　２０・２５日休演　シアターサンモール
	 ※1９回（1７回／２回）

演劇プロジェクトroute.©
1８日㈫～２３日㈰

「戯れ、ゴト。」
脚本・演出＝平安咲貴
出演＝喜田よつ葉　大屋沙季　岡本麻妃呂　小泉日向　
Φ村拓海
〈２８００円　高校生1０００円〉　1８日８時　２２日1２時／４時
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／８時　２３日1２時／４時　他２時／８時開演　王子スタ
ジオ１	 ※1２回

日本工学院専門学校　声優・演劇科／演劇スタッフ科　
卒業公演

1９日㈬～２1日㈮
「海抜三千二百メートル」
脚本＝ジュリアン・リュシェール　訳＝野尻真代　演
出＝中野志朗
出演＝日本工学院専門学校声優・演劇科
〈無料〉　1９日６時　２０日1時／６時　２1日1時開演　片
柳記念ホール	 ※４回

たすいち
1９日㈬～２３日㈰

「サイキックバレンタイン」
脚本・演出＝目崎剛
出演＝小太刀賢　白井肉丸　中田暁良　中村桃子　永
渕沙弥他
〈３７００円　２５歳以下３２００円　1８歳以下２５００円〉　1９日
７時３０分　２２日1時／６時　２３日1時／５時　他２時／７
時３０分開演　小劇場B１	 ※９回

亜細亜の骨
1９日㈬～２３日㈰

「アジア戯曲リーディング」
脚本＝Shogo　鴻鴻　陳弘洋　オ・セヒョク　演出＝
Shogo　E–RUN　うえもとしほ　みょんふぁ
出演＝野田容瑛　江原由桂　 佐藤岳　 石本径代　
Shogo他
〈２０００円　学生1２００円〉　２1日２時／６時　２２日11時／
２時／４時／６時　２３日11時／1時／４時／７時　他７時
開演　新中野ワニズホール（Waniz Hall）	 ※1２回

謎のキューピー
1９日㈬～２３日㈰

「落語家の弟子、前座。～女編～」
脚本＝立川志らく　演出＝酒井莉加
出演＝宮地大介　佐々木光弘　奥村香里　田中絵梨　
野崎詩乃他
〈３５００円〉　1９日７時　２２日1時／６時　２３日1時　他２
時／７時開演　中野あくとれ	 ※８回

やみ・あがりシアター
1９日㈬～２４日㈪

「ロケットペンシル×ドレッドノート」
脚本・演出＝笠浦静花
出演＝内野智　加藤睦望　公塚千晴　久保瑠衣香　小
切裕太他

〈３３００円　学生３０００円　1８歳以下５００円〉　２1日２時／
７時３０分　２２・２３日1時／６時　２４日1２時／４時　他７
時３０分開演　花まる学習会王子小劇場	 ※1０回

metro
1９日㈬～２４日㈪

「少女仮面」
脚本＝唐十郎　演出＝天願大介
出演＝久保井研　若松力　月船さらら　熊坂理恵子　
井村昴他
〈４８００円　２５歳以下３５００円〉　２０日２時／７時３０分　
２２・２３日1時／６時　２４日1２時／４時　他７時３０分開演　
テアトルBONBON	 ※1０回

電動夏子安置システム
1９日㈬～２４日㈪

「Simulacra　シミュラクラ」
脚本・演出＝竹田哲士
出演＝小原雄平　道井良樹　なしお成　新野アコヤ　
片桐俊次他
〈５０００円　学生２５００円〉　２０日３時／７時３０分　２２・２３
日２時／６時　２４日２時　他７時３０分開演　赤坂RED/
THEATER	 ※９回

劇団青年座
1９日㈬～２５日㈫

「ありがとサンキュー！」
脚本＝松本哲也　演出＝磯村純
出演＝名取幸政　山野史人　山口晃　家中宏　横堀悦
夫他
〈５０００円　２５歳以下３５００円　1８歳以下２０００円〉　２1日
２時／７時　２２日1時３０分／６時３０分　２３日1時３０分　
２４日1２時３０分／５時３０分　２５日２時　他７時開演　シ
アターグリーン　BIG TREE THEATER	 ※1０回

sleepwalk［スリープウォーク］ 「河西裕介」短編作品
集vol.１

1９日㈬～３月1日㈰
「人間賛歌」
脚本・演出＝河西裕介
出演＝橋口勇輝　木村梨恵子　加藤岳史　一川幸恵　
野木伶那他
〈３５００円　学生３０００円〉　1９～２1日６時３０分／７時３０分　
２６・２７日７時３０分　２８日４時／７時３０分　1日1２時／４
時　他1２時／４時／７時３０分開演　２５日休演　APOC
シアター	 ※２４回（２２回／２回）

劇団イン・ノート
２０日㈭～２３日㈰
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／８時　２３日1２時／４時　他２時／８時開演　王子スタ
ジオ１	 ※1２回

日本工学院専門学校　声優・演劇科／演劇スタッフ科　
卒業公演

1９日㈬～２1日㈮
「海抜三千二百メートル」
脚本＝ジュリアン・リュシェール　訳＝野尻真代　演
出＝中野志朗
出演＝日本工学院専門学校声優・演劇科
〈無料〉　1９日６時　２０日1時／６時　２1日1時開演　片
柳記念ホール	 ※４回

たすいち
1９日㈬～２３日㈰

「サイキックバレンタイン」
脚本・演出＝目崎剛
出演＝小太刀賢　白井肉丸　中田暁良　中村桃子　永
渕沙弥他
〈３７００円　２５歳以下３２００円　1８歳以下２５００円〉　1９日
７時３０分　２２日1時／６時　２３日1時／５時　他２時／７
時３０分開演　小劇場B１	 ※９回

亜細亜の骨
1９日㈬～２３日㈰

「アジア戯曲リーディング」
脚本＝Shogo　鴻鴻　陳弘洋　オ・セヒョク　演出＝
Shogo　E–RUN　うえもとしほ　みょんふぁ
出演＝野田容瑛　江原由桂　 佐藤岳　 石本径代　
Shogo他
〈２０００円　学生1２００円〉　２1日２時／６時　２２日11時／
２時／４時／６時　２３日11時／1時／４時／７時　他７時
開演　新中野ワニズホール（Waniz Hall）	 ※1２回

謎のキューピー
1９日㈬～２３日㈰

「落語家の弟子、前座。～女編～」
脚本＝立川志らく　演出＝酒井莉加
出演＝宮地大介　佐々木光弘　奥村香里　田中絵梨　
野崎詩乃他
〈３５００円〉　1９日７時　２２日1時／６時　２３日1時　他２
時／７時開演　中野あくとれ	 ※８回

やみ・あがりシアター
1９日㈬～２４日㈪

「ロケットペンシル×ドレッドノート」
脚本・演出＝笠浦静花
出演＝内野智　加藤睦望　公塚千晴　久保瑠衣香　小
切裕太他

〈３３００円　学生３０００円　1８歳以下５００円〉　２1日２時／
７時３０分　２２・２３日1時／６時　２４日1２時／４時　他７
時３０分開演　花まる学習会王子小劇場	 ※1０回

metro
1９日㈬～２４日㈪

「少女仮面」
脚本＝唐十郎　演出＝天願大介
出演＝久保井研　若松力　月船さらら　熊坂理恵子　
井村昴他
〈４８００円　２５歳以下３５００円〉　２０日２時／７時３０分　
２２・２３日1時／６時　２４日1２時／４時　他７時３０分開演　
テアトルBONBON	 ※1０回

電動夏子安置システム
1９日㈬～２４日㈪

「Simulacra　シミュラクラ」
脚本・演出＝竹田哲士
出演＝小原雄平　道井良樹　なしお成　新野アコヤ　
片桐俊次他
〈５０００円　学生２５００円〉　２０日３時／７時３０分　２２・２３
日２時／６時　２４日２時　他７時３０分開演　赤坂RED/
THEATER	 ※９回

劇団青年座
1９日㈬～２５日㈫

「ありがとサンキュー！」
脚本＝松本哲也　演出＝磯村純
出演＝名取幸政　山野史人　山口晃　家中宏　横堀悦
夫他
〈５０００円　２５歳以下３５００円　1８歳以下２０００円〉　２1日
２時／７時　２２日1時３０分／６時３０分　２３日1時３０分　
２４日1２時３０分／５時３０分　２５日２時　他７時開演　シ
アターグリーン　BIG TREE THEATER	 ※1０回

sleepwalk［スリープウォーク］ 「河西裕介」短編作品
集vol.１

1９日㈬～３月1日㈰
「人間賛歌」
脚本・演出＝河西裕介
出演＝橋口勇輝　木村梨恵子　加藤岳史　一川幸恵　
野木伶那他
〈３５００円　学生３０００円〉　1９～２1日６時３０分／７時３０分　
２６・２７日７時３０分　２８日４時／７時３０分　1日1２時／４
時　他1２時／４時／７時３０分開演　２５日休演　APOC
シアター	 ※２４回（２２回／２回）

劇団イン・ノート
２０日㈭～２３日㈰
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「願わくは、花の下にて」
脚本・演出＝芝原れいち　演出＝横山大朗
出演＝岩瀬未央　酒向怜奈　笹岡駿介　芝原れいち　
高木翔他
〈無料〉　２２日1時／７時　２３日1時／４時　他７時開演　
アートスタジオ（明治大学猿楽町第２校舎１F）	 ※６回

BACK ATTACKERS
２０日㈭～２４日㈪

「陰陽師」
脚本・演出＝萬浪大輔
出演＝芳野正朝　萬浪大輔　小谷嘉一　伊織あい　桜
井シュン他
〈４０００円〉	２４日1時／５時　他２時／７時開演　シアター
ブラッツ	 ※1０回

令和座
２０日㈭～２４日㈪

「FACE―百億の顔とエレファントマンの孤独―」
脚本・演出＝浅間伸一郎
出演＝中村玲菜　近江秀一　実熊倫礼　赤塚幹夫　松
本真愛
〈３５００円〉　２２・２３日1時／６時　２４日３時　他７時開演　
cafe&bar 木星劇場	 ※７回

CINECプロデュース
２０日㈭～２４日㈪

「こどもの一生」
脚本＝中島らも　演出＝谷内田彰久
出演＝長尾卓也　中原和宏　向野章太郎　武田莉奈　
宮元英光他
〈４５００円〉　２０・２1日７時３０分　他２時開演　大阪市立
芸術創造館	 ※５回【大阪】

シンクロ少女
２０日㈭～２５日㈫

「Better Call Shoujo」
脚本・演出＝名嘉友美
出演＝泉政宏　横手慎太郎　中田麦平　名嘉友美　小
野寺ずる他
〈３８００円　学生２８００円〉　２２・２３日２時３０分／７時３０分　
２４日1時３０分／６時３０分　２５日６時３０分　他７時３０分
開演　シアター7１１	 ※９回

劇団文化座
２０日㈭～２７日㈭

「炎の人」
脚本＝三好十郎　演出＝鵜山仁
出演＝藤原章寛　有賀ひろみ　阿部勉　津田二朗　筆

内政敏他
〈５０００円　４０００円　２５歳以下３５００円　高校生以下２５００
円〉　２０・２６日７時　２５日２時／７時　他２時開演　全
労済ホール／スペース・ゼロ	 ※９回

CAPI―Contemporary Arts Project Internatio
nal

２０日㈭～３月1日㈰
「Gengangere 再び立ち現れるもの 亡霊たち」
脚本＝イプセン　演出＝毛利三彌
出演＝久保庭尚子　西山聖了　中山一朗　髙山春夫　
藤井由紀
〈４０００円　学生1５００円〉　２０・２６日７時　２２・２３・２８・
２９日２時／７時　他２時開演　こまばアゴラ劇場
	 ※1５回（1４回／1回）

企画演劇集団ボクラ団義
２０日㈭～３月1日㈰

「re–call」
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
〈５０００円　中高生1０００円〉　２０・２５日７時　２1・２８日６
時３０分　２４日４時　２６・２７日２時／７時　1日２時　他２
時／６時３０分開演　新宿村LIVE	 ※1６回（1５回／1回）

名取事務所
２０日㈭～３月1日㈰

「帽子と預言者」「鳥が鳴き止む時―占領下のラマッラ―」
脚本＝ガッサーン・カナファーニー　ラジャ・シャハ
デ　デヴィッド・グレイグ　演出＝生田みゆき
出演＝内藤裕志　山口眞司　森岡正次郎　滝沢花野　
田代隆秀他
〈４５００円　シニア３０００円　学生1０００円　高校生以下５０
０円〉　２０・２1・２６日７時　２５日２時／７時　２８日３時　
他２時開演　「劇」小劇場	 ※1２回（11回／1回）

劇団Яeality
２０日㈭～３月1日㈰

「七月の涙　夕月夜の花束」
脚本＝横月まひろ　演出＝香西姫乃
出演＝稲永リク　ノザワミネヒロ　ハラグチリサ　河
野まとい　福島あゆ美他
〈４５００円　３８００円　３０００円　２０歳以下２５００円〉　２９日
11時３０分／３時２０分／７時　1日11時３０分／３時２０分　
他２時／７時開演　２６日休演　山王FOREST大森the
aterスタジオ＆小劇場	 ※２1回（1９回／２回）

劇団俳協 CLIMBING UP準劇団員公演

演劇年鑑 2021



264

２1日㈮～２３日㈰
「ザ・空気」
脚本＝永井愛　演出＝伍堂哲也
出演＝石井喜光　板垣果那　男澤理紗　小池敏之　鈴
木健太郎他
〈無料〉　２1日７時　２２日２時／７時　２３日２時開演　
TACCS１１79（俳協ホール）	 ※４回

南山大学演劇部「HI–SECO」企画
２1日㈮～２３日㈰

「443.75km」
脚本・演出＝荒井啓利
出演＝林芹香　浅井あやね　宇宙千裕　末次亜衣　山
本慶他
〈1３００円　高校生以下５００円〉　２1日７時　２２日1時／６
時　２３日11時／４時開演　ナビロフト	 ※５回【愛知】

STAR☆JACKS
２1日㈮～２４日㈪

「艶姿河内六人娘」
脚本＝浜口望海　演出＝ドヰタイジ
出演＝大阪☆春夏秋冬　ドヰタイジ　浜口望海　寺井
竜哉　畠山薫他
〈４０００円　学生３０００円〉　２1日７時３０分　２４日1時／５
時　他３時／７時開演　ABCホール	 ※７回【大阪】

ナイスコンプレックス
２1日㈮～２５日㈫

「えんとつ町のプペル」
脚本＝末原拓馬　立川佳吾　演出＝わかばやしめぐみ　
美木マサオ
出演＝阿澄佳奈　横山真史　石井智也　福圓美里　中
山夢歩他
〈1００００円　５５００円　高校生以下２５００円　４～９歳無料〉　
２1日11時／７時　２４日３時／７時　２５日11時／３時　他
11時／３時／７時開演　BASEMENT MONSTAR王
子	 ※1２回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２８日㈮～３月1日㈰　〈６５００円　大人４０００円　学
生・６５歳以上・未就学児無料〉　1日11時／３時　他11
時／３時／７時３０分開演　札幌市こどもの劇場・やま
びこ座　※８回（６回／２回）【北海道】

劇団ストロベリーフレーバー
２２日㈯・２３日㈰

「演劇実験棟 アルス・ゼロ」
脚本・演出＝仲保樹
出演＝仲保樹　木原陽子　えりか　あかふく太郎　山
田健太他

〈1７００円　学生1５００円　高校生以下無料〉　２２日３時／
６時　２３日1時／５時開演　難波サザンシアター
	 ※４回【大阪】

劇団ミネット
２２日㈯・２３日㈰

「星嫌いの少年と雨嫌いの少女」
脚本・演出＝ひとみ
出演＝愛心　新井聖美　勇人ユウジ　加藤千聖　ひと
み他
〈２７００円 〉　２２日３時／７時　２３日1時／５時開演　
OVAL THEATER & GALLERY	 ※４回【大阪】

ヒカリノオト
２２日㈯・２３日㈰

「かいじゅうたち」
脚本・演出＝松岡伸哉
出演＝立道心　宗真樹子　坪内陽子　上田裕子　小湊
倫子他
〈２８００円　高校生以下1３００円〉　２２日７時　２３日11時
／３時開演　福岡市科学館・サイエンスホール　
	 ※３回【福岡】

となりの芝
２２日㈯～２４日㈪

「デスペアーズ」
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝三嶋悠莉　松尾彩加　こうのゆうか　高橋凛　
川下大洋他
〈指定席８０００円　自由席４０００円〉　２２日３時／７時　２３
日２時／６時　２４日1２時／４時開演　劇場HOPE
	 ※６回

ルドルフ
２２日㈯～２４日㈪

「隕石の栞」
脚本・演出＝筒井加寿子
出演＝飛鳥井かゞり　黒川猛　二口大学　森本研典　
森脇康貴他
〈３５００円　２５歳以下２０００円〉　２２日７時　２３日２時／６
時　２４日11時／３時開演　THEATRE E9 KYOTO
	 ※５回【京都】

た組。
２２日㈯～３月1日㈰

「誰にも知られず死ぬ朝」
脚本・演出＝加藤拓也
出演＝村川絵梨　平原テツ　安達祐実　尾上寛之　鳥
谷宏之他
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２1日㈮～２３日㈰
「ザ・空気」
脚本＝永井愛　演出＝伍堂哲也
出演＝石井喜光　板垣果那　男澤理紗　小池敏之　鈴
木健太郎他
〈無料〉　２1日７時　２２日２時／７時　２３日２時開演　
TACCS１１79（俳協ホール）	 ※４回

南山大学演劇部「HI–SECO」企画
２1日㈮～２３日㈰

「443.75km」
脚本・演出＝荒井啓利
出演＝林芹香　浅井あやね　宇宙千裕　末次亜衣　山
本慶他
〈1３００円　高校生以下５００円〉　２1日７時　２２日1時／６
時　２３日11時／４時開演　ナビロフト	 ※５回【愛知】

STAR☆JACKS
２1日㈮～２４日㈪

「艶姿河内六人娘」
脚本＝浜口望海　演出＝ドヰタイジ
出演＝大阪☆春夏秋冬　ドヰタイジ　浜口望海　寺井
竜哉　畠山薫他
〈４０００円　学生３０００円〉　２1日７時３０分　２４日1時／５
時　他３時／７時開演　ABCホール	 ※７回【大阪】

ナイスコンプレックス
２1日㈮～２５日㈫

「えんとつ町のプペル」
脚本＝末原拓馬　立川佳吾　演出＝わかばやしめぐみ　
美木マサオ
出演＝阿澄佳奈　横山真史　石井智也　福圓美里　中
山夢歩他
〈1００００円　５５００円　高校生以下２５００円　４～９歳無料〉　
２1日11時／７時　２４日３時／７時　２５日11時／３時　他
11時／３時／７時開演　BASEMENT MONSTAR王
子	 ※1２回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２８日㈮～３月1日㈰　〈６５００円　大人４０００円　学
生・６５歳以上・未就学児無料〉　1日11時／３時　他11
時／３時／７時３０分開演　札幌市こどもの劇場・やま
びこ座　※８回（６回／２回）【北海道】

劇団ストロベリーフレーバー
２２日㈯・２３日㈰

「演劇実験棟 アルス・ゼロ」
脚本・演出＝仲保樹
出演＝仲保樹　木原陽子　えりか　あかふく太郎　山
田健太他

〈1７００円　学生1５００円　高校生以下無料〉　２２日３時／
６時　２３日1時／５時開演　難波サザンシアター
	 ※４回【大阪】

劇団ミネット
２２日㈯・２３日㈰

「星嫌いの少年と雨嫌いの少女」
脚本・演出＝ひとみ
出演＝愛心　新井聖美　勇人ユウジ　加藤千聖　ひと
み他
〈２７００円 〉　２２日３時／７時　２３日1時／５時開演　
OVAL THEATER & GALLERY	 ※４回【大阪】

ヒカリノオト
２２日㈯・２３日㈰

「かいじゅうたち」
脚本・演出＝松岡伸哉
出演＝立道心　宗真樹子　坪内陽子　上田裕子　小湊
倫子他
〈２８００円　高校生以下1３００円〉　２２日７時　２３日11時
／３時開演　福岡市科学館・サイエンスホール　
	 ※３回【福岡】

となりの芝
２２日㈯～２４日㈪

「デスペアーズ」
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝三嶋悠莉　松尾彩加　こうのゆうか　高橋凛　
川下大洋他
〈指定席８０００円　自由席４０００円〉　２２日３時／７時　２３
日２時／６時　２４日1２時／４時開演　劇場HOPE
	 ※６回

ルドルフ
２２日㈯～２４日㈪

「隕石の栞」
脚本・演出＝筒井加寿子
出演＝飛鳥井かゞり　黒川猛　二口大学　森本研典　
森脇康貴他
〈３５００円　２５歳以下２０００円〉　２２日７時　２３日２時／６
時　２４日11時／３時開演　THEATRE E9 KYOTO
	 ※５回【京都】

た組。
２２日㈯～３月1日㈰

「誰にも知られず死ぬ朝」
脚本・演出＝加藤拓也
出演＝村川絵梨　平原テツ　安達祐実　尾上寛之　鳥
谷宏之他
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〈７０００円〉　２３・２６・２９日２時／７時　1日２時　他７時
開演　２５日休演　彩の国さいたま芸術劇場・小ホー
ル	 ※11回（1０回／1回）【埼玉】

劇団ドガドガプラス
２２日㈯～３月２日㈪

「色指南～或る噺家の恋～」
脚本・演出＝望月六郎
出演＝丸山正吾　神田川侑希　松山クミコ　野村亜矢　
大岸明日香他
〈５０００円　学生４０００円〉　７時開演　２６・２７日休演　浅
草東洋館（浅草フランス座演芸場）	 ※９回（５回／４回）

壱劇屋
２５日㈫～３月1日㈰

「Pickaroon！〈再演〉」
脚本・演出＝竹村晋太朗
出演＝岡村圭輔　小林嵩平　高安智美　竹村晋太朗　
西分綾香他
〈５０００円　学生３５００円　高校生以下1０００円〉　２５日７時　
２９・1日1２時／５時　他２時／７時開演　DDD AOYA
MA CROSS THEATER	 ※11回（９回／２回）

カプセル兵団
２６日㈬～３月1日㈰

「中国神話の世界」
脚本・演出＝吉久直志
出演＝伊藤栄次　仲谷明香　こぶしのぶゆき　黒田勇
樹　池田航他
〈４５００円　学生３５００円　中学生以下無料〉　２９・1日1２
時／４時　他７時開演　阿佐ヶ谷アルシェ　
	 ※７回（５回／２回）

学習院大学演劇部 少年イサム堂
２６日㈬～３月1日㈰

「このBARを教会だと思ってる」
脚本＝ハセガワアユム　演出＝小林朔良
出演＝鮎澤沙南　古瀬夕美香　翠茉莉子　小林朔良　
矢羽々莉央他
〈無料〉　２９日２時／６時　1日２時　他７時開演　学習
院大学・富士見会館4０１ 演劇部アトリエ　
	 ※６回（５回／1回）

椿組
２６日㈬～３月３日㈫

「肩に隠るる小さき君は」
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〈指定席４５００円　自由席３８００円　学生・養成所３０００円　
中高生２５００円〉　２６・２７日７時　1日３時　３日６時　他
２時／７時開演　ザ・スズナリ	 ※1０回（６回／４回）

０F―ゼロフレーム―
２７日㈭～３月1日㈰

「盗め！スージーウー‼」
脚本・演出＝帽子屋・お松
出演＝まおりーた　岩田弘子　もえこぴーなっつ　荒
木秋穂　山下瑠果他
〈３５００円〉　２７日７時　1日1２時／４時　他３時／７時開
演　浄土宗應典院・本堂	 ※７回（５回／２回）【大阪】

南京豆NAMENAME
２７日㈭～３月1日㈰
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時／４時３０分　他８時開演　王子スタジオ１
	 ※６回（４回／２回）

劇団カンタービレ
２７日㈭～３月２日㈪

「ナースがいっぱい‼」
脚本・演出＝渡辺勝巳
出演＝下村まり　野本由布子　石塚大樹　宮坂公子　
三沼千晶他
〈４３００円　1９歳以下３５００円〉　２７日７時　２８日２時／７
時　２日２時　他1時３０分／６時開演　ウッディシア
ター中目黒	 ※８回（５回／３回）

くによし組
２７日㈭～３月２日㈪

「人人」
脚本・演出＝國吉咲貴
出演＝國吉咲貴　永井一信　石井玲歌　梅田洋輔　加
茂井彩音他
〈３３００円　1８歳以下1５００円〉　２７日７時３０分　２８日２時
／７時３０分　２日２時　他２時／６時３０分開演　花まる
学習会王子小劇場	 ※８回（５回／３回）

ワンツーワークス
２７日㈭～３月８日㈰

「グロリア」
脚本＝ブランデン・ジェイコブズ-ジェンキンス　演
出＝古城十忍
出演＝関谷美香子　北野由大　北澤小枝子　間瀬英正　
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水野駿太朗他
〈５０００円　学生３０００円　高校生以下２０００円〉　２９・４日
２時／７時　1・７・８日２時　他７時開演　赤坂RED/
THEATER	 ※1３回（４回／９回）

爆走おとな小学生
２７日㈭～３月８日㈰

「Office–9no１」
脚本・演出＝加藤光大
出演＝林千浪　石原美沙紀　小阪崇生　加藤光大　髙
木聡一朗他
〈Ｓ席８３００円　Ａ席６３００円〉　２９・1・７日1時／６時　
８日1２時／４時３０分　他７時開演　３日休演　CBGKシ
ブゲキ‼	 ※1４回（４回／1０回）

第２劇場
２８日㈮～３月1日㈰

「フライングチェック」
脚本＝四夜原茂　演出＝阿部茂
出演＝小菅あかり　矢野ともみ　後藤みゆ　森菜々穂　
早川夢他
〈３０００円　学生２３００円　小学生以下無料〉　２８日７時３０
分　２９日1時／５時　1日11時／３時開演　in→depen
dent theatre １st	 ※５回（３回／２回）【大阪】

自由劇場
２８日㈮～３月1日㈰

「リトル・ウェンズデイ」
脚本・演出＝自由劇場
出演＝自由劇場
〈無料〉　２８日６時　２９日1時／６時　1日1時開演　シ
アター3００（神戸大学国際文化学部大講義室）　
	 ※４回（３回／1回）【兵庫】

少女蘇生朗読劇
２８日㈮～３月1日㈰

「Holmes―A Study of TELLER―」
脚本・演出＝仲野識
出演＝勝沼紀義　本多諒太　杉宮加奈　村尾祥平　大
川篤史他
〈３５００円〉　２８日２時／７時　他２時／６時開演　参宮橋
TRANCE MISSION	 ※６回（４回／２回）

名城大学劇団「獅子」蒲実里　卒業できる公演
２８日㈮～３月1日㈰

「たとえば君もわたしのこと好きならば」
「かわいい馬鹿ほどみんな呪い殺すリターンズ」
脚本＝オノウチハルカ　演出＝蒲実里　小島光生
出演＝蒲実里　杉浦こころ　片山緋香里　稲沢至恩　

近藤壮真他
〈1０００円〉　２８日７時　２９日11時／３時／７時　1日11時
／３時開演　PICO２	 ※６回（４回／２回）【愛知】

劇団さんばれんてぃーの
２９日㈯・３月1日㈰

「判で押したような」
脚本・演出＝ミツハニー
出演＝ササガワマナミ　ミツハニー　広瀬ヒロ　むっ
くん
〈1８００円　学生1４００円〉　２９日11時３０分／５時３０分　1
日11時３０分／３時３０分開演　STAGE+PLUS　
	 ※４回（２回／２回）【大阪】

劇団時乃旅人
２９日㈯・３月1日㈰

「陽だまりの彼女」
脚本＝たびと　演出＝三成夏実
出演＝藤山真衣　柳原宇至　黒嶋啓太　大城茉菜　大
槻麻衣他
〈３５００円〉　２９日７時　1日1時／６時開演　OVAL TH
EATER & GALLERY	 ※３回（1回／２回）【大阪】

DOOR
２９日㈯・３月1日㈰

「ピタゴラスのドレス」
脚本・演出＝虎本剛
出演＝小川十紀子　飯嶋松之助　是常祐美　うえだひ
ろし　澤井里依他
〈３０００円〉　２９日２時／７時　1日３時開演　ぽんプラザ
ホール	 ※３回（２回／1回）【福岡】

劇団光合聲
２９日㈯～３月２日㈪

「忍武の砦」
脚本・演出＝木村遼太
出演＝井上翔　遠藤由己　きの　小池響　筒山地生他
〈２８００円　学生1８００円　リピーター・高校生以下1０００
円〉　２９日２時／６時　1日11時／３時／７時　２日２時開
演　一心寺シアター倶楽	 ※６回（２回／４回）【大阪】

モジリ兄とヘミング
２９日㈯～３月８日㈰

「蝋老楼～カラフルな残骸～」
脚本・演出＝G２
出演＝林田一高　鹿野真央　幸田尚子　岸天智　有川
マコト他
〈４５００円〉　２・３・５日７時　４・６日２時／７時　７日1時
／５時　他1時開演　テアトルBONBON　
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※1２回（1回／11回）

《3月》

劇団俳小
1日㈰～９日㈪

「ダンシング･アット･ルーナサ」
脚本＝ブライアン・フリール　翻訳＝小田島恒志　演
出＝小笠原響
出演＝渡辺聡　寺脇千恵　原田翔平　須田晶子　大川
原直太他
〈４５００円〉　1・５・８・９日２時　７日1時／６時　他７時
開演　d–倉庫	 ※1０回

君と羊
３日㈫・４日㈬

「水平線の歩き方」
脚本・演出＝君と羊
出演＝君と羊
〈1８００円　学生1５００円〉　３日３時／６時　４日２時／５時
開演　STAGE+PLUS	 ※４回【大阪】

嶋谷佳恵（劇団肋骨蜜柑同好会）×髙橋紗綾企画ふたり
３日㈫～８日㈰

「よにん」
脚本＝屋代秀樹　演出＝奥村拓
出演＝嶋谷佳恵　髙橋紗綾　五十里直子　森口美香
〈２５００円〉　６・７日２時／５時／８時　８日1２時／３時／６
時　他８時開演　rusu（ルス）	 ※1２回

ゆうめい
３日㈫～1６日㈪

「ゆうめいの座標軸」
脚本・演出＝池田亮　演出＝小松大二郎　石倉来輝　
石倉千津子　五島ケンノ介　田中祐希
出演＝田中祐希　小松大二郎　古賀友樹　中村亮太　
鈴木もも他
〈３５００円　学生・２９歳以下３０００円　高校生以下５００円〉　
７・８・1５日11時／２時　11日２時　1３日５時／８時　
1４・1６日11時／２時／５時　他８時開演　９日休演　こ
まばアゴラ劇場	 ※２２回

東京ストーリーテラー
４日㈬～８日㈰

「THE STORIES」
脚本・演出＝久間勝彦
出演＝有村優太　岩田結以　大塚紘子　大町雅昭　尾
崎悟他
〈３５００円　高校生以下２３００円〉　４日７時　７日1時／３

時／６時３０分　８日11時／３時　他２時３０分／７時開演　
シアターKASSAI	 ※1０回

演劇企画アクタージュ
４日㈬～８日㈰

「That’s Life」
脚本・演出＝大関雄一
出演＝佐東雅樹　乙幡はるか　高木太陽　おのひとみ　
辻本竜揮他
〈４０００円〉　６日３時／７時３０分　７日２時／６時　８日２時　
他７時３０分開演　ワーサルシアター	 ※７回

BALBOLABO
４日㈬～８日㈰

「北向きのヴァルキュリヤ」
脚本・演出＝オカモト國ヒコ
出演＝岡田怜奈　桂弥太郎　笠松遥未　喜多村夏実　
古場町茉美他
〈４０００円　高校生以下２０００円〉　４日７時３０分　７日1時
／６時　８日1２時／４時　他1時／７時３０分開演　大阪
市立芸術創造館	 ※９回【大阪】

タテヨコ企画
４日㈬～８日㈰

「亡者の時代」
脚本・演出＝青木柳葉魚
出演＝市橋朝子　加藤和彦　舘智子　西山竜一　久行
しのぶ他
〈３８００円　６５歳以上３２００円　大学・専門学生２５００円　
小中高生1５００円〉　５日３時／７時３０分　７日３時／７時　
８日３時　他７時３０分開演　小劇場B１	 ※７回

ガラ劇
４日㈬～８日㈰

「ガラ版　顔」
脚本・演出＝ガラ林
出演＝西岡茉奈　馬場史子　加藤亜実　越智春奈　椎
名桂子他
〈４０００円　学生２５００円〉　６・７日２時／７時　８日1２時
３０分／４時　他７時開演　ウエストエンドスタジオ
	 ※８回

オザワミツグ演劇
４日㈬～９日㈪

「貧しく困ってる人よりも優先だ、ゆけーストレス怪
獣！」
脚本・演出＝オザワミツグ
出演＝木村美月　オザワミツグ　志子田憲一　小口隼
也　夕実カヲル他
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〈４０００円　高校生1０００円〉　４日７時３０分　８日1２時３０
分／４時３０分／７時３０分　９日1２時３０分／４時３０分　
他２時／７時３０分開演　Geki地下Liberty	 ※1２回

ミュージカル座
４日㈬～９日㈪

「ロザリー」
脚本・演出＝ハマナカトオル　作曲＝山口琇也
出演＝綿引さやか　尾川詩帆他
〈７５００円　６５００円〉　６日1時／６時３０分　７・８・９日1
時／６時　他６時３０分開演　六行会ホール	 ※1０回

劇団時間制作
４日㈬～1５日㈰

「赤すぎて、黒」
脚本・演出＝谷碧仁
出演＝田名瀬偉年　大鳥れい　竹石悟朗　秋月三佳　
佐瀬弘幸他
〈４４００円〉　４・５・９・1０日７時　７日２時　８日1時／６
時　1５日1時　他２時／７時開演　萬劇場	 ※1８回

工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO–１０
５日㈭～８日㈰

「なにわ ひさ石 本店」
脚本・演出＝村角太洋
出演＝工藤俊作　久保田浩　保　久野麻子　松浦絵里
他
〈３８００円　学生２８００円〉　５日７時３０分　６日３時／７時
３０分　７日２時／６時　８日２時開演　ウイングフィー
ルド	 ※６回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２日㈭～1５日㈰　〈３８００円　学生２８００円〉　1２日７
時３０分　1３日３時／７時３０分　1４日２時／６時　1５日２
時開演　シアター7１１　※６回

劇団 CAT MINT
５日㈭～９日㈪

「朧にかすむ月」
脚本・演出＝拝田ちさと
出演＝渡邉響　塚本凌生　中川慶二　奥仲麻琴　大見
洋太他
〈６０００円〉　７・８日1時／６時　９日1２時／５時　他７時
開演　新宿シアターモリエール	 ※８回

演劇ユニット衝空観
６日㈮～８日㈰

「アリス・イン・スランバーランド」
脚本・演出＝銭山伊織
出演＝丈野瑞歩　野倉良太

〈２８００円　学生２３００円〉　６日７時　７日２時／６時　８日
1時／５時開演　in→dependent theatre １st
	 ※５回【大阪】

OrganWorks
６日㈮～８日㈰

「HOMO」
脚本・演出＝平原慎太郎
出演＝平原慎太郎　柴一平　佐藤琢哉　浜田純平　池
上たっくん他
〈４５００円　２４歳以下３０００円　高校生以下1５００円〉　８日
３時　他２時／７時開演　神奈川芸術劇場・大スタジオ
	 ※５回【神奈川】

ちゆといろ
６日㈮～８日㈰

「RAISE a」
脚本＝栁澤緋里　脚本・演出＝木村真梨子
出演＝伊豆丸侑沙　片山朝斗　川口栄理香　喜多宥心　
妹尾晨作他
〈２３００円　学生1８００円〉　６日５時３０分　７日1２時３０分
／３時３０分／７時　８日２時／５時開演　アカルスタジ
オ ※６回【大阪】

らまのだ
６日㈮～11日㈬

「優しい顔ぶれ」
脚本＝南出謙吾　演出＝森田あや
出演＝竹井亮介　宮原奨伍　井上幸太郎　吐山ゆん　
板倉哲他
〈４０００円　２６歳以下３０００円〉　７・11日２時／６時　８日
11時／３時　1０日３時／７時３０分　 他７時３０分開演　
OFF・OFFシアター	 ※1０回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1４日㈯・1５日㈰　〈２８００円　高校生招待無料〉　1４
日２時／７時３０分　1５日２時開演　金沢２１世紀美術館　
※３回【石川】

TRASHMASTERS
６日㈮～1５日㈰

「対岸の絢爛」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝倉貫匡弘　森下庸之　森田匠　長谷川景　川﨑
初夏他
〈４５００円　２５歳以下２５００円〉　６・1０・1２日７時　９・
11・1３日２時／７時　他２時開演　駅前劇場	 ※1３回

京葉演劇研究會
７日㈯・1４日㈯
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〈４０００円　高校生1０００円〉　４日７時３０分　８日1２時３０
分／４時３０分／７時３０分　９日1２時３０分／４時３０分　
他２時／７時３０分開演　Geki地下Liberty	 ※1２回

ミュージカル座
４日㈬～９日㈪

「ロザリー」
脚本・演出＝ハマナカトオル　作曲＝山口琇也
出演＝綿引さやか　尾川詩帆他
〈７５００円　６５００円〉　６日1時／６時３０分　７・８・９日1
時／６時　他６時３０分開演　六行会ホール	 ※1０回

劇団時間制作
４日㈬～1５日㈰

「赤すぎて、黒」
脚本・演出＝谷碧仁
出演＝田名瀬偉年　大鳥れい　竹石悟朗　秋月三佳　
佐瀬弘幸他
〈４４００円〉　４・５・９・1０日７時　７日２時　８日1時／６
時　1５日1時　他２時／７時開演　萬劇場	 ※1８回

工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO–１０
５日㈭～８日㈰

「なにわ ひさ石 本店」
脚本・演出＝村角太洋
出演＝工藤俊作　久保田浩　保　久野麻子　松浦絵里
他
〈３８００円　学生２８００円〉　５日７時３０分　６日３時／７時
３０分　７日２時／６時　８日２時開演　ウイングフィー
ルド	 ※６回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２日㈭～1５日㈰　〈３８００円　学生２８００円〉　1２日７
時３０分　1３日３時／７時３０分　1４日２時／６時　1５日２
時開演　シアター7１１　※６回

劇団 CAT MINT
５日㈭～９日㈪

「朧にかすむ月」
脚本・演出＝拝田ちさと
出演＝渡邉響　塚本凌生　中川慶二　奥仲麻琴　大見
洋太他
〈６０００円〉　７・８日1時／６時　９日1２時／５時　他７時
開演　新宿シアターモリエール	 ※８回

演劇ユニット衝空観
６日㈮～８日㈰

「アリス・イン・スランバーランド」
脚本・演出＝銭山伊織
出演＝丈野瑞歩　野倉良太

〈２８００円　学生２３００円〉　６日７時　７日２時／６時　８日
1時／５時開演　in→dependent theatre １st
	 ※５回【大阪】

OrganWorks
６日㈮～８日㈰

「HOMO」
脚本・演出＝平原慎太郎
出演＝平原慎太郎　柴一平　佐藤琢哉　浜田純平　池
上たっくん他
〈４５００円　２４歳以下３０００円　高校生以下1５００円〉　８日
３時　他２時／７時開演　神奈川芸術劇場・大スタジオ
	 ※５回【神奈川】

ちゆといろ
６日㈮～８日㈰

「RAISE a」
脚本＝栁澤緋里　脚本・演出＝木村真梨子
出演＝伊豆丸侑沙　片山朝斗　川口栄理香　喜多宥心　
妹尾晨作他
〈２３００円　学生1８００円〉　６日５時３０分　７日1２時３０分
／３時３０分／７時　８日２時／５時開演　アカルスタジ
オ ※６回【大阪】

らまのだ
６日㈮～11日㈬

「優しい顔ぶれ」
脚本＝南出謙吾　演出＝森田あや
出演＝竹井亮介　宮原奨伍　井上幸太郎　吐山ゆん　
板倉哲他
〈４０００円　２６歳以下３０００円〉　７・11日２時／６時　８日
11時／３時　1０日３時／７時３０分　 他７時３０分開演　
OFF・OFFシアター	 ※1０回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1４日㈯・1５日㈰　〈２８００円　高校生招待無料〉　1４
日２時／７時３０分　1５日２時開演　金沢２１世紀美術館　
※３回【石川】

TRASHMASTERS
６日㈮～1５日㈰

「対岸の絢爛」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝倉貫匡弘　森下庸之　森田匠　長谷川景　川﨑
初夏他
〈４５００円　２５歳以下２５００円〉　６・1０・1２日７時　９・
11・1３日２時／７時　他２時開演　駅前劇場	 ※1３回

京葉演劇研究會
７日㈯・1４日㈯
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「胎内」
脚本＝三好十郎　演出＝石井幸一
出演＝爲近敦夫　片岡耕平　菅野なおみ他
〈４０００円　学生３０００円〉　６時開演　まるた石井園梨直
売所	 ※２回【千葉】

オフィス上の空
７日㈯～1５日㈰

「共骨」
脚本・演出＝松澤くれは
出演＝新垣里沙　谷口賢志　加山徹　上遠野太洸　佃
井皆美他
〈６５００円　２５歳以下４０００円〉　７日６時　８・1４日1時／
６時　1３日２時／７時　1５日２時　他７時開演　９日休演　
彩の国さいたま芸術劇場・小ホール	 ※11回【埼玉】

鵺的
７日㈯～1５日㈰

「バロック」
脚本＝高木登　演出＝寺十吾
出演＝奥野亮子　川田希　岸田大地　祁答院雄貴　小
西成弥他
〈５０００円　２５歳以下３８００円〉　８・1５日1時３０分　1０・
1３日７時３０分　1４日1時３０分／６時３０分　他２時３０分
／７時３０分開演　ザ・スズナリ	 ※1４回

空想嬉劇団イナヅマコネコ
７日㈯～1５日㈰

「桜花と風の追憶」
脚本・演出＝CR岡本物語
出演＝稲光勝気　梶礼美菜　絵川杏奈　浦上力士　福
岡みなみ他
〈Ｓ席６５００円　一般席５０００円〉　７・８日７時　1５日1２
時／４時　他２時／７時開演　シアターグリーン　BIG 
TREE THEATER	 ※1６回

劇団女体盛り
11日㈬～1５日㈰

「蜚蠊」
脚本・演出＝菊池遥
出演＝新垣亘平　泉川遥香　小野涼平　齋藤芳隆　永
島将伍
〈３５００円　２５歳以下３０００円　高校生以下1５００円〉　11
日７時３０分　1４日1時／７時　1５日1時　他２時／７時
３０分開演　シアターシャイン	 ※８回

小田尚稔の演劇
11日㈬～1５日㈰

「是でいいのだ」

脚本・演出＝小田尚稔
出演＝小川葉　加賀田玲　澤田千尋　橋本清　濱野ゆ
き子他
〈３３００円　学生２５００円〉　11・1３日７時　他２時／７時
開演　SCOOL	 ※８回

時代絵巻 AsH番外公演
11日㈬～1５日㈰

「鬼人幻燈抄～水泡の日々～」
脚本・演出＝灰衣堂愛彩
出演＝黒崎翔晴　愛太　生粋万鈴　姉﨑凌　秋月優季
他
〈３５００円〉　1３・1４日２時／７時　1５日1時／５時　他７
時開演　シアターグリーン　BASE THEATER
	 ※８回

T–works
11日㈬～1５日㈰

「愛する母、マリの肖像」
脚本＝古川健　演出＝高橋正徳
出演＝山像かおり　丹下真寿美　阿部丈二　佐藤聖羅　
福地教光他
〈５５００円〉　1３日２時／７時　1４日1時／６時　1５日1時　
他７時開演　赤坂RED/THEATER	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２７日㈮～２９日㈰　〈５５００円〉　２７日７時　２８日1時／
６時　２９日1時開演　ABCホール　※４回【大阪】

ZERO BEAT.
11日㈬～1５日㈰

「Flip side」
脚本＝松下勇　演出＝ZERO	BEAT.
出演＝青柳伽奈　市瀬瑠夏　遠藤巧磨　大槻萌　大林
ちえり他
〈５５００円〉　11日７時　1４日２時／６時　1５日1時／５時　
他２時／７時開演　Geki地下Liberty	 ※９回

Pave the Way
11日㈬～1５日㈰

「歪」
脚本・演出＝萩原成哉
出演＝秋葉友佑　橋本愛奈　月岡弘一　今出舞　五十
嵐拓人他
〈プレミアム席1００００円　６０００円　５０００円〉　11日７時　
1４日1時／６時　1５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

演劇ユニットG.com
11日㈬～1５日㈰
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「虚数」
脚本＝スタニスワフ・レム　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
〈４０００円　学生３０００円〉　1４日1時／６時３０分　1５日1
時　他２時／７時３０分開演　アトリエ第Q藝術	 ※９回

劇団チーム・ユニコン
11日㈬～２２日㈰

「エール！」
脚本・演出＝きたむらけんじ
出演＝近江谷太朗　今拓哉　樋渡真司　竹内都子　岩
橋道子他
〈５０００円〉　1３日２時／７時　1４・1５・２０・２1日1時／５
時　２２日1２時／４時　他７時開演　1６日休演　テアト
ルBONBON	 ※1７回

ピウス企画
11日㈬～２２日㈰

「プレイルーム」
脚本・演出＝広瀬格
出演＝荒木健太朗　増田裕生　畑中智行　藤尾勘太郎　
木村若菜他
〈６８００円　５８００円〉　1４日1時／６時　1６・1８・２０日1
時　２1日６時　２２日1２時　他７時開演　1２・1３・1５日
休演　シアターKASSAI	 ※1０回

マコンドープロデュース
11日㈬～２３日㈪

「平山建設」
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝梅舟惟永　松井薫平　綾乃彩　赤田耕哉　笈川
健太他
〈３７００円　学生３５００円〉　11・1２・1７・1９日７時３０分　
1５・２３日３時　他３時／７時３０分開演　下北沢・ス
ターダスト	 ※２０回

空間旅団
1２日㈭～1５日㈰

「一番長い夏と真っ赤な太陽」
脚本・演出＝沢崎麻也
出演＝藤野愛美　坂本大河　嶋木美羽　安齋昌恵　下
田健汰他
〈３５００円〉　1４日1時／６時　1５日２時　他２時／７時開
演　キーノートシアター	 ※７回

THEATRE E9 KYOTO オープニングプログラム
1２日㈭～1５日㈰

「インテリア」
脚本・演出＝福井裕孝

出演＝金子仁司　石田ミヲ
〈３５００円　２９歳以下３０００円　高校生以下1０００円〉　1４
日２時／７時　1５日1時／５時　他７時３０分開演　THE
ATRE E9 KYOTO	 ※６回【京都】

Ammo
1２日㈭～1８日㈬

「桜の森の満開のあとで（２０２０）」
脚本・演出＝南慎介
出演＝井上実莉　岡村梨加　くらしなみさと　新開知
真　立原朋実他
〈３８００円　大学生・専門学生２５００円　高校生以下1５００
円〉　1４日２時　1５日２時／６時　1６日２時／７時３０分　
1８日７時　他７時３０分開演　新宿シアター・ミラクル
	 ※９回

東京スピカ
1３日㈮～1５日㈰

「My Lovely Library」
脚本＝郷原玲　演出＝安西信二郎
出演＝阿部文香　岩崎匡浩　岩垣紗千恵　東丸リオン　
川野菜々他
〈３３００円　学生1５００円〉　1５日1時／５時　他２時／８時
開演　遊空間がざびぃ	 ※６回

オレンヂスタ
1４日㈯～２２日㈰

「黒い砂礫」
脚本・演出＝ニノキノコスター
出演＝宮田頌子　今津知也　伊藤文乃　スズキカズマ　
松竹亭ごみ箱他
〈３３００円　２４歳以下２５００円　 高校生以下２０００円〉　
1５・２２日３時　1６日２時／７時３０分　1８・1９日７時３０分　
他２時／７時開演　1７日休演　七ツ寺共同スタジオ
	 ※1２回【愛知】

文学座
1７日㈫～２７日㈮

「歳月」「動員挿話」
脚本＝岸田國士　演出＝西本由香　所奏
出演＝中村彰男　神野崇　越塚学　名越志保　吉野実
紗他
〈４８００円　２５歳以下２７００円〉　1７・２７日７時　1９・２５日
２時／７時　他２時開演　２３日休演　文学座アトリエ
	 ※1２回

赤い猫
1８日㈬～２２日㈰

「黒女」
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「虚数」
脚本＝スタニスワフ・レム　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
〈４０００円　学生３０００円〉　1４日1時／６時３０分　1５日1
時　他２時／７時３０分開演　アトリエ第Q藝術	 ※９回

劇団チーム・ユニコン
11日㈬～２２日㈰

「エール！」
脚本・演出＝きたむらけんじ
出演＝近江谷太朗　今拓哉　樋渡真司　竹内都子　岩
橋道子他
〈５０００円〉　1３日２時／７時　1４・1５・２０・２1日1時／５
時　２２日1２時／４時　他７時開演　1６日休演　テアト
ルBONBON	 ※1７回

ピウス企画
11日㈬～２２日㈰

「プレイルーム」
脚本・演出＝広瀬格
出演＝荒木健太朗　増田裕生　畑中智行　藤尾勘太郎　
木村若菜他
〈６８００円　５８００円〉　1４日1時／６時　1６・1８・２０日1
時　２1日６時　２２日1２時　他７時開演　1２・1３・1５日
休演　シアターKASSAI	 ※1０回

マコンドープロデュース
11日㈬～２３日㈪

「平山建設」
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝梅舟惟永　松井薫平　綾乃彩　赤田耕哉　笈川
健太他
〈３７００円　学生３５００円〉　11・1２・1７・1９日７時３０分　
1５・２３日３時　他３時／７時３０分開演　下北沢・ス
ターダスト	 ※２０回

空間旅団
1２日㈭～1５日㈰

「一番長い夏と真っ赤な太陽」
脚本・演出＝沢崎麻也
出演＝藤野愛美　坂本大河　嶋木美羽　安齋昌恵　下
田健汰他
〈３５００円〉　1４日1時／６時　1５日２時　他２時／７時開
演　キーノートシアター	 ※７回

THEATRE E9 KYOTO オープニングプログラム
1２日㈭～1５日㈰

「インテリア」
脚本・演出＝福井裕孝

出演＝金子仁司　石田ミヲ
〈３５００円　２９歳以下３０００円　高校生以下1０００円〉　1４
日２時／７時　1５日1時／５時　他７時３０分開演　THE
ATRE E9 KYOTO	 ※６回【京都】

Ammo
1２日㈭～1８日㈬

「桜の森の満開のあとで（２０２０）」
脚本・演出＝南慎介
出演＝井上実莉　岡村梨加　くらしなみさと　新開知
真　立原朋実他
〈３８００円　大学生・専門学生２５００円　高校生以下1５００
円〉　1４日２時　1５日２時／６時　1６日２時／７時３０分　
1８日７時　他７時３０分開演　新宿シアター・ミラクル
	 ※９回

東京スピカ
1３日㈮～1５日㈰

「My Lovely Library」
脚本＝郷原玲　演出＝安西信二郎
出演＝阿部文香　岩崎匡浩　岩垣紗千恵　東丸リオン　
川野菜々他
〈３３００円　学生1５００円〉　1５日1時／５時　他２時／８時
開演　遊空間がざびぃ	 ※６回

オレンヂスタ
1４日㈯～２２日㈰

「黒い砂礫」
脚本・演出＝ニノキノコスター
出演＝宮田頌子　今津知也　伊藤文乃　スズキカズマ　
松竹亭ごみ箱他
〈３３００円　２４歳以下２５００円　 高校生以下２０００円〉　
1５・２２日３時　1６日２時／７時３０分　1８・1９日７時３０分　
他２時／７時開演　1７日休演　七ツ寺共同スタジオ
	 ※1２回【愛知】

文学座
1７日㈫～２７日㈮

「歳月」「動員挿話」
脚本＝岸田國士　演出＝西本由香　所奏
出演＝中村彰男　神野崇　越塚学　名越志保　吉野実
紗他
〈４８００円　２５歳以下２７００円〉　1７・２７日７時　1９・２５日
２時／７時　他２時開演　２３日休演　文学座アトリエ
	 ※1２回

赤い猫
1８日㈬～２２日㈰

「黒女」
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脚本・演出＝高倉良文
出演＝高橋茉琴　水野淳之　知江崎ハルカ　川瀬誠　
朴贊革他
〈４０００円〉　２０・２1日２時／７時　２２日1時／５時　他７
時開演　ステージカフェ下北沢亭	 ※８回

ミュージカル座
1８日㈬～２２日㈰

「スター誕生」
脚本＝ハマナカトオル　演出＝中本吉成　作曲＝久田
菜美
出演＝西村ヒロチョ　仲井真徹　花房里枝　大胡愛恵
他
〈６８００円〉　２０・２1日1時／５時３０分　２２日1２時／４時　
他６時３０分開演　シアターグリーン　BIG TREE TH
EATER	 ※８回

GHETTOプロデュース
1８日㈬～２２日㈰

「死神は桜の下で舞う」
脚本＝秋山豊　演出＝山崎洋介
出演＝服部武雄　櫻井竜彦他
〈４０００円〉　２０・２1日２時／６時３０分　２２日1時／５時　
他７時開演　シアターブラッツ	 ※８回

江古田のガールズ
1８日㈬～２２日㈰

「Don’t stop me now!」
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝佐野剛　増岡裕子　カトウクリス　小川千尋　
織田圭祐他
〈４０００円　２５歳以下２５００円〉　1８日７時　２２日２時　他
２時／７時開演　サンモールスタジオ	 ※８回

演劇企画 heart more need
1８日㈬～２２日㈰

「Liar3＋１」
脚本・演出＝細川博司
出演＝椎名亜音　永吉明日香　八坂沙織　若林倫香　
土田卓他
〈３７００円〉　1８日７時３０分　２1日1２時／３時３０分／７時
３０分　２２日1時／５時　他２時／７時３０分開演　阿佐ヶ
谷アルシェ	 ※1０回

9–States
1８日㈬～２２日㈰

「メメントモリに花束を」
脚本・演出＝中村太陽
出演＝瀬畠淳　浅賀誠大　浜田カオス　板本未緒　松

本定規他
〈４５００円〉　２０・２1日２時／７時　２２日３時　他７時開演　
駅前劇場	 ※７回

人形劇団ひとみ座
1８日㈬～２４日㈫

「人形劇　みつあみの神様」
脚本・演出＝人形劇団ひとみ座
出演＝人形劇団ひとみ座
〈４０００円　２５歳以下２５００円〉　1９日２時　２０日1時／５
時　２３日７時　２４日５時　他２時／７時開演　シアター
グリーン　BOX in BOX THEATER	 ※11回

天華楽喜
1８日㈬～２４日㈫

「Leo of hearT～怪盗レグルスからの予告状～」
脚本＝清水明日香　脚本・演出＝冨澤十万喜　
出演＝一之瀬達也　内田政徳　岡村輝之　かわもとゆ
うき　高橋２号他
〈４２００円〉　1８・1９日３時／７時　２３日２時／７時　２４日
1２時／４時　他1時／６時開演　新宿スターフィールド
	 ※1４回

ジュニアファイブ
1８日㈬～２６日㈭

「灰になる」
脚本・演出＝小野健太郎
出演＝青木隆敏　奥田努　小野健太郎　姜暢雄　真心
他
〈５０００円　学生1５００円〉　２０・２1日1時／６時　２２日２
時　２４日２時／７時　２６日1時　他７時開演　小劇場B１
	 ※1２回

THEATER the ROCKETS
1８日㈬～２９日㈰

「よつば診療浪漫劇～父と嘘をついた泥棒は、本当の父で
した～」
脚本・演出＝荒木太朗
出演＝井上貴々　すずきつかさ　岡田彩花　若宮亮　
渋木美沙他
〈４８００円　高校生以下２５００円〉　２０～２２・２８日２時／６
時３０分　２５日２時／７時　２９日1２時／４時　他７時開演　
２３日休演　ザ・ポケット	 ※1７回

芝居処 華ヨタ
1９日㈭～２1日㈯

「カッコーの巣の上を」
脚本＝デール・ワッサーマン　訳＝小田島雄志　若子　
演出＝内田達也
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出演＝矢野渡来偉　あおさぎりょう　せいじゅ　神田
拓人　北中僚介他
〈３０００円　大学生２５００円　高校生1０００円〉　1９日３時／
７時　２０日1時／６時３０分　２1日1２時／４時３０分開演　
アカルスタジオ	 ※６回【大阪】

ボラ☆ボラ
1９日㈭～２３日㈪

「ただ、吸って吐く」
脚本・演出＝前田晃男
出演＝皆川あゆみ　髙道屋沙姫　寒川晃　大倉圭　福
重友他
〈３２００円　学生1０００円〉　1９日７時３０分　２０日1時／６
時　２３日２時／７時３０分　他２時開演　南河内万歳一
座稽古場スペース	 ※７回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２９日㈰　〈２７００円　学生1０００円〉　３時開演　春日部
バル Juniper Berry　※1回【埼玉】

劇団銅鑼
1９日㈭～２７日㈮

「蝙蝠傘と南瓜」
脚本・演出＝詩森ろば
出演＝林田麻里　館野元彦　山形敏之　野内貴之　鈴
木正昭他
〈４５００円　３０歳以下３６００円〉　1９・２４日７時　２1・２５・
２６日２時／７時　他２時開演　２３日休演　銅鑼アトリエ
 ※11回

Project Nyx
1９日㈭～２９日㈰

「新雪之丞変化」
脚本＝白石征　演出＝金守珍
出演＝加藤忍　寺田結美　田上唯　小谷佳加　佐野美
幸他
〈５０００円　 学生３５００円〉　２０・２1・２８日２時／７時　
２２・２５・２９日２時　他７時開演　ザ・スズナリ　
 ※1４回

東京マハロ
1９日㈭～２９日㈰

「彼の名はレオナルド」「あるいは真ん中に座るのが俺」
脚本・演出＝矢島弘一
出演＝春木生　清水直子　小宮孝泰　内谷正文　森一
弥他
〈５９００円〉　1９・２３・２５日７時　２４・２６・２７日２時／７
時　２９日11時／４時　他1時／６時開演　赤坂RED/
THEATER	 ※1９回

田上パル
1９日㈭～３1日㈫

「Q学」
脚本・演出＝田上豊
出演＝江花明里　折舘早紀　北村美岬　田中美希恵　
とみやまあゆみ他
〈３８００円　高校生以下1０００円〉　２０日２時／６時　２1・
２２・３1日２時　２５日２時／７時３０分　他７時３０分開演　
２４・２８・２９日休演　こまばアゴラ劇場	 ※1２回

劇団ボンボヤージュ！
２０日㈮～２２日㈰

「世界で一番頼りにならないスーパースター」
脚本・演出＝くまがいじゃる
出演＝アイマル・ハコ　浅田鎮歩　池田幸代　伊藤大
輝　片田好美他
〈３０００円〉　２０日７時３０分　２1日1２時／４時／７時３０分　
２２日1２時／４時開演　APOCシアター	 ※６回

劇団桜月会
２０日㈮～２２日㈰

「シナハノソウ」
脚本・演出＝佐倉ハルキ
出演＝ザイマン　篠原ひなた　谷川緑　北条篤志　松
永和真　まゆ
〈1８００円〉　２０日７時　２1日11時３０分／３時／７時　２２
日11時３０分／３時開演　イカロスの森　	※６回【兵庫】

劇団東京乾電池
２０日㈮～２２日㈰

「トイレはこちら」
脚本＝別役実　演出＝柄本明
出演＝山肩重夫　八木下萌　前田亮輔　斎藤咲
〈1０００円　学生５００円〉　２２日1２時／４時　他1２時／３
時／７時開演　アトリエ乾電池	 ※８回

演劇集団stereotype
２０日㈮～２２日㈰

「Concorde Effect」
脚本＝小林崇人　演出＝stereotype
出演＝シゲくん　田宮ヨシノリ　浦谷賢充　近藤珠理　
坂口弘樹他
〈1５００円　学生1０００円〉　２０日11時３０分／３時３０分　
２1日２時／６時　２２日1２時開演　京都市東山青少年活
動センター	 ※５回【京都】

一般社団法人PAIR／PARADISE AIR
２０日㈮～２３日㈪

「『4.48 PSYCHOSIS』（4時48分精神崩壊）」

演劇年鑑 2021



272

出演＝矢野渡来偉　あおさぎりょう　せいじゅ　神田
拓人　北中僚介他
〈３０００円　大学生２５００円　高校生1０００円〉　1９日３時／
７時　２０日1時／６時３０分　２1日1２時／４時３０分開演　
アカルスタジオ	 ※６回【大阪】

ボラ☆ボラ
1９日㈭～２３日㈪

「ただ、吸って吐く」
脚本・演出＝前田晃男
出演＝皆川あゆみ　髙道屋沙姫　寒川晃　大倉圭　福
重友他
〈３２００円　学生1０００円〉　1９日７時３０分　２０日1時／６
時　２３日２時／７時３０分　他２時開演　南河内万歳一
座稽古場スペース	 ※７回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２９日㈰　〈２７００円　学生1０００円〉　３時開演　春日部
バル Juniper Berry　※1回【埼玉】

劇団銅鑼
1９日㈭～２７日㈮

「蝙蝠傘と南瓜」
脚本・演出＝詩森ろば
出演＝林田麻里　館野元彦　山形敏之　野内貴之　鈴
木正昭他
〈４５００円　３０歳以下３６００円〉　1９・２４日７時　２1・２５・
２６日２時／７時　他２時開演　２３日休演　銅鑼アトリエ
 ※11回

Project Nyx
1９日㈭～２９日㈰

「新雪之丞変化」
脚本＝白石征　演出＝金守珍
出演＝加藤忍　寺田結美　田上唯　小谷佳加　佐野美
幸他
〈５０００円　 学生３５００円〉　２０・２1・２８日２時／７時　
２２・２５・２９日２時　他７時開演　ザ・スズナリ　
 ※1４回

東京マハロ
1９日㈭～２９日㈰

「彼の名はレオナルド」「あるいは真ん中に座るのが俺」
脚本・演出＝矢島弘一
出演＝春木生　清水直子　小宮孝泰　内谷正文　森一
弥他
〈５９００円〉　1９・２３・２５日７時　２４・２６・２７日２時／７
時　２９日11時／４時　他1時／６時開演　赤坂RED/
THEATER	 ※1９回

田上パル
1９日㈭～３1日㈫

「Q学」
脚本・演出＝田上豊
出演＝江花明里　折舘早紀　北村美岬　田中美希恵　
とみやまあゆみ他
〈３８００円　高校生以下1０００円〉　２０日２時／６時　２1・
２２・３1日２時　２５日２時／７時３０分　他７時３０分開演　
２４・２８・２９日休演　こまばアゴラ劇場	 ※1２回

劇団ボンボヤージュ！
２０日㈮～２２日㈰

「世界で一番頼りにならないスーパースター」
脚本・演出＝くまがいじゃる
出演＝アイマル・ハコ　浅田鎮歩　池田幸代　伊藤大
輝　片田好美他
〈３０００円〉　２０日７時３０分　２1日1２時／４時／７時３０分　
２２日1２時／４時開演　APOCシアター	 ※６回

劇団桜月会
２０日㈮～２２日㈰

「シナハノソウ」
脚本・演出＝佐倉ハルキ
出演＝ザイマン　篠原ひなた　谷川緑　北条篤志　松
永和真　まゆ
〈1８００円〉　２０日７時　２1日11時３０分／３時／７時　２２
日11時３０分／３時開演　イカロスの森　	※６回【兵庫】

劇団東京乾電池
２０日㈮～２２日㈰

「トイレはこちら」
脚本＝別役実　演出＝柄本明
出演＝山肩重夫　八木下萌　前田亮輔　斎藤咲
〈1０００円　学生５００円〉　２２日1２時／４時　他1２時／３
時／７時開演　アトリエ乾電池	 ※８回

演劇集団stereotype
２０日㈮～２２日㈰

「Concorde Effect」
脚本＝小林崇人　演出＝stereotype
出演＝シゲくん　田宮ヨシノリ　浦谷賢充　近藤珠理　
坂口弘樹他
〈1５００円　学生1０００円〉　２０日11時３０分／３時３０分　
２1日２時／６時　２２日1２時開演　京都市東山青少年活
動センター	 ※５回【京都】

一般社団法人PAIR／PARADISE AIR
２０日㈮～２３日㈪

「『4.48 PSYCHOSIS』（4時48分精神崩壊）」
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脚本＝サラ・ケイン　演出＝川口智子
出演＝葉名樺　滝本直子　小野友輔　中西星羅　鈴木
光介
〈５０００円　４０００円　学生３５００円〉　７時開演　SPACE 
EDGE	 ※３回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２７日㈮・２８日㈯　〈５０００円　学生３５００円〉　２７日７
時４０分　２８日1時２０分　枝光本町商店街アイアンシア
ター　※２回【福岡】

燐光群
２０日㈮～２９日㈰

「安らかな眠りを、あなたに　YASUKUNI」
脚本＝坂手洋二　脚本・演出＝ニコン・セタン
出演＝SAIFAHTANTHANA　SHOGOTANIKAWA　
JIRAWATCHARNCHEAW　中山マリ　猪熊恒和他
〈３８００円　２５歳以下・大学・専門学校生1５００円　高校
生以下５００円〉　２０日５時　２３・２５日７時　２４・２６・２８
日２時／７時　２７日７時３０分　 他２時開演　 劇 場
MOMO ※1３回

劇団俳優座
２０日㈮～４月３日㈮

「マクベスの悲劇」
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア　翻訳＝近藤弘幸　
演出＝森一
出演＝山本順子　河内浩　島美布由　佐藤あかり　斎
藤淳他
〈指定席５５００円　６５歳以上４８００円　ハンディキャップ
席３３００円　自由席４８００円　３０歳以下３０００円〉　２０・
２６・２７・３０日７時　他２時開演　２３日休演　劇団俳優
座5F稽古場	 ※1４回（11回／３回）

劇団ThreeQuarter
２1日㈯・２２日㈰

「晴天のミモザ～蒲田行進曲より～」
脚本＝つかこうへい　脚本・脚色・演出＝清水みき枝
出演＝藩地真世　斉名高志　田村紗雪　吉田一番　岡
島世里奈他
〈２０００円〉　２1日1時／４時／７時　２２日1２時／３時／６
時開演　吉祥寺櫂スタジオ	 ※６回

カラ／フル
２４日㈫

「やさしい味」
脚本・演出＝オダタクミ
出演＝光永陽子　要小飴　白木原一仁　竹内宏樹
〈２０００円〉　７時1０分／８時３０分開演　in→depende
nt theatre １st	 ※２回【大阪】

ハツビロコウ
２４日㈫～２９日㈰

「野鴨」
作＝ヘンリック・イプセン　上演台本・演出＝松本光
生
出演＝蒲田哲　井手麻渡　和田真季乃　石塚義高　石
井俊史他
〈３５００円　学生３０００円〉　２４日７時３０分　２８日1時／６
時　２９日1時／５時　他７時開演　シアター7１１ ※８回

東京演劇アンサンブル
２５日㈬～２９日㈰

「揺れる」
脚本＝マリア・ミリサヴリエヴィッチ　演出＝公家義
徳
出演＝浅井純彦　雨宮大夢　大橋隆一郎　小田勇輔　
篠澤寿樹他
〈４５００円〉　２５日７時　２９日２時　 他２時／７時開演　
d–倉庫 ※８回

劇団テンアンツ
２５日㈬～２９日㈰

「コオロギからの手紙」
脚本・演出＝上西雄大
出演＝上西雄大　金子昇　堀田眞三　吉田祐健　貴山
侑哉他
〈４５００円〉　２５日７時　２８日1時／６時　２９日1時　他２
時／７時開演　「劇」小劇場	 ※８回

Dotoo!
２５日㈬～２９日㈰

「紙とダイヤモンド～ウエディングは想いのピースのジグ
ソーパズル～」
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　
逸見宣明他
〈４０００円〉　２７・２８日２時／７時　２９日1時／５時　他７
時開演　駅前劇場	 ※８回

フリーハンド
２５日㈬～２９日㈰

「学園探偵薔薇戦士」
原作＝倉科遼　脚本＝高梨由　演出＝黒瀬義明
出演＝朝木ちひろ　吉田来深　小田垣陽菜　栗原みさ　
石見海人他
〈５５００円〉　２７日２時／７時　２８日1時／６時　２９日1２時
／４時　他７時開演　萬劇場	 ※８回

株式会社Ask
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２５日㈬～３０日㈪
「暁のバッキャロー‼」
脚本・演出＝菅野臣太朗
出演＝武田知大　橘りょう　吉田晃太郎　川名浩介　
石川竜太郎他
〈６２００円〉　２７日２時／７時　２８・２９日1時／６時　３０日
２時　他７時開演　シアターグリーン　BIG TREE 
THEATER	 ※９回

倉山の試み
２５日㈬～３1日㈫

「夜だけがともだち」
脚本・演出＝ふくだももこ
出演＝三河悠冴　松浦りょう　中井友望　輝山準　佐
野剛
〈４３００円〉　２８・２９日２時／６時　３０日２時／７時３０分　
３1日２時　他７時３０分開演　小劇場楽園	 ※1０回

光の領地
２６日㈭～２９日㈰

「同郷同年」
脚本＝くるみざわしん　演出＝髙橋恵
出演＝酒井高揚　イシダトウショウ　アンディ岸本
〈３５００円　1８歳以下・應典院寺町倶楽部会員２５００円　
未就学児無料〉　２６日７時３０分　２７日２時／７時３０分　
２８日２時／６時　２９日1時／５時開演　浄土宗應典院・
本堂	 ※７回【大阪】

財団、江本純子
２６日㈭～３1日㈫

「わたしを信じて」
脚本・演出＝江本純子
出演＝宮部純子　荻野友里　遠藤留奈　小林麻子　江
本純子他
〈３０００円〉　２８・３1日２時／７時　２９日11時３０分／３時
４０分　他７時３０分開演　１０4GALERIE–R	 ※９回

鳥と舟
２７日㈮

「KIRIN–JI」
脚本・演出＝青井直人
出演＝餅もち　鍵山大和　れーら　雪原錫　てふてふ
〈無料〉　1時／６時開演　シアターグリーン BASE 
THEATER	 ※２回

劇団なかゆび
２７日㈮～２９日㈰

「さよなら、を言い忘れた」
脚本・演出＝神田真直

出演＝鳩川七海　柊木樹　飯坂美鶴妃
〈２０００円〉　２７日７時　２８日３時／７時　２９日11時／３時
開演　gallery Main	 ※５回【京都】

劇団野良犬弾
２７日㈮～３1日㈫

「耳隠して、女隠して、心隠す」
脚本・演出＝千葉あさひ
出演＝櫂作真帆　桑原麻紀　清水美香　佐々木昌美　
崔哲浩他
〈４８００円〉　２８・２９日1時／６時　３1日1２時／４時　他２
時／７時開演　上野ストアハウス	 ※1０回

Queens of the Hill
２８日㈯・２９日㈰

「薄ら氷」
脚本・演出＝Lisa
出演＝eito　みき　すみれ　琴美
〈３５００円〉　２時／６時開演　名古屋能シアター久田館
	 ※４回【愛知】

中野坂上デーモンズ
２８日㈯・２９日㈰

「回る」
脚本・演出＝中野坂上デーモンズ
出演＝安藤江莉佳　工藤彩加　斎藤アイナ　田島冴香　
谷田奈生他
〈２５００円〉　２８日４時／８時　２９日1時／４時／８時開演　
live space anima	 ※５回

のびる
２８日㈯・２９日㈰

「散り散り星」
脚本・演出＝吉田のゆり
出演＝大内智裕　オミユキ　金沢沙耶　杉元秀透　中
原百合香他
〈無料〉　２８日７時／11時　２９日８時／11時開演　十色
庵 ※４回

オフィスリバー
３1日㈫～４月３日㈮

「掃除屋」
脚本・演出＝水谷龍二
出演＝渋川清彦　渡辺早織　石住昭彦　カゴシマジ
ロー　杏梨他
〈指定席４５００円　自由席３５００円〉　２・３日２時　他７時
３０分開演　ザ・スズナリ	 ※４回（1回／３回）

《4月》
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ことのはbox
1日㈬～７日㈫

「ジプシー～千の輪の切り株の上の物語～」
脚本＝横内謙介　演出＝岡崎良彦　山崎亨太
出演＝星藍徳仁　篠田美沙子　望月邦秋　大河日氣　
田中菜々他
〈４５００円〉　３・６日２時／７時　４・５日1時／６時　７日1
時／５時　他７時開演　シアター風姿花伝	 ※1２回

ことのは
２日㈭

「夜、ナク、鳥」
脚本＝大竹野正典　演出＝関川佑一
出演＝二宮瑠美　久保田智美　河上由佳　大江雅子　
立花裕介他
〈３０００円　学生２０００円〉　７時３０分開演　アトリエS–
pace	 ※1回【大阪】

Voyantroupe
２日㈭～1２日㈰

「ヘンリー・リー・ルーカスにまつわる..」
脚本・演出＝宇野正玖
出演＝平良和義　渡辺一人　山口晃洋　山下諒　里仲
景他
〈５０００円〉　２・３日６時３０分　６・８日２時　1２日1時　
他1時／６時３０分開演　７日休演　シアターKASSAI
	 ※1５回

KARAS
３日㈮～６日㈪

「ゴドーを待ちながら」
脚本＝サミュエル・ベケット　演出＝勅使川原三郎
出演＝勅使川原三郎　佐東利穂子
〈３５００円　学生２０００円〉　５日４時　他８時開演　KAR
AS APPARATUS	 ※４回

未開の議場―オンライン版―
1７日㈮～1９日㈰

「未開の議場―オンライン版―」
脚本・演出＝北川大輔
出演＝安藤理樹　石井舞　内山拓磨　川本ナオト　木
村聡太他
〈無料カンパ制〉　８時開演　YouTubeLive	 ※３回

おぼんろ
1７日㈮～２６日㈰

「メル・リルルの花火」
脚本・演出＝末原拓馬
出演＝末原拓馬　さひがしジュンペイ　わかばやしめ

ぐみ　高橋倫平　黒沢ともよ他
〈無料〉　1８・1９・２５日1時／６時　２２日２時／７時　２６
日1２時／５時　他７時開演　新宿FACE	 ※1４回

LIVE RALLY（仮想観客上演）
２５日㈯

「盲人書簡 ２０２０」
脚本＝寺山修司　演出＝植村真
出演＝山本大介　野崎詩乃　石原朋香　中村猿人　上
埜すみれ他
〈1０００円〉　７時開演　スタジオ空洞	 ※1回

《5月》

演劇ユニットもちもち
1日㈮～３日㈰

「ねれないだけだよ」
脚本・演出＝上牧晏奈
出演＝高橋智　谷川清夏　冨岡英香
〈フリーカンパ制〉　1日11時　２日０時　３日1０時開演　
オンライン	 ※３回

ドレスダウンの女
４日㈪～６日㈬

「おいしいパンが焼けるまで」
脚本・演出＝ノムラハルカ
出演＝ノナカモヱリ　橋本つむぎ　古河いろり　山本
美佳。　原田達也
〈５００円〉　２時３０分／６時３０分／９時３０分／11時３０分開
演　YouTube Live	 ※1２回

劇団papercraft　オンライン公演
４日㈪～６日㈬

「恋人たちの自粛」
脚本＝　演出＝海路
出演＝岩永亮介　星川桂　マナベペンギン
〈無料〉　２時／11時開演　zoomにて無料配信	 ※６回

N’s ONLINE STAGE　オンライン演劇
４日㈪～７日㈭

「ログインを待ちながら」
脚本・演出＝松岡翔
出演＝松岡翔　阪本竜太　𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷　𠮷藤𠮷二　𠮷𠮷
原里奈
〈無料〉　９時開演　YoutubeLive	 ※４回

Prayers Studio
６日㈬

「十二人の優しい日本人」
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脚本＝三谷幸喜　演出＝冨坂友
出演＝甲本雅裕　相島一之　小林隆　阿南健治　吉田
羊他
〈無料〉　２時／６時開演　YouTube Live	 ※２回

N’s ONLINE STAGE
２２日㈮～２４日㈰

「マッチングハウス」
脚本＝武浩幸　演出＝池田政之
出演＝関根七瀬　松岡翔　阪本竜太　𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷　𠮷𠮷
伸二他
〈無料〉　９時開演　YoutubeLive	 ※３回

エイチエムピー・シアターカンパニー（一般社団法人
HMP）

２２日㈮～２４日㈰
「ブカブカジョーシブカジョーシ」
脚本＝大竹野正典　演出＝笠井友仁
出演＝髙安美𠮷　森田祐利栄　水谷有希　ナカメキョ
ウコ　原由恵
〈２５００円〉　８時開演　仮想劇場ウイングフィールド
	 ※３回

Celebration of Possibilities
２７日㈬・３1日㈰

「オンライン演劇 リーディング『音の世界』」
脚本＝岸田國士　演出＝西村壮悟
出演＝瑚海みどり　山森信太郎　廣田明代　西村壮悟　
せんす他
〈カンパ制〉　２７日８時　３1日２時開演　YouTube Live
 ※２回

宇宙論☆講座
３０日㈯

「炭火焼肉ミュージカル」
脚本・演出＝五十部裕明
出演＝肉　備長炭　七輪　五十部裕明　ぺけ他
〈無料〉　夕刻開演　関東某所（非公開）	 ※1回

柏市民劇場CoTiK
３０日㈯

「#オンライン演劇 ヤッテミタ」
脚本・演出＝たろう
出演＝山崎由美子　伊𠮷麻奈美　荻谷恵　松田美乃　
Deco
〈無料〉　４時開演　インターネット	 ※1回

《6月》

遠い音制作委員会
1日㈪～７日㈰

「遠い音」
脚本＝KANDO	Engine　演出＝篠崎功希
出演＝佐々木仁　篠﨑功希　なうみ　江口逢　家永惠
理他
〈無料〉　７日７時３０分　他９時３０分開演　オンライン
劇場（Zoom会議室を使用）	 ※７回

しみくれ
３日㈬～７日㈰

「ずっとここにある小さな塊」「358日」
脚本・演出＝清水康栄
出演＝𠮷勢桐子　渡部慎　三本松良樹　園田光　中舘
早紀他
〈４０００円〉　３日３時３０分／７時３０分　７日11時３０分／２
時３０分／６時　他1２時３０分／４時／７時３０分開演　バ
ルスタジオ	 ※1４回

柄本明ひとり芝居
５日㈮・６日㈯

「煙草の害について」
脚本＝アントン・チェーホフ　演出＝柄本明
出演＝柄本明
〈２０００円〉　５日７時３０分　６日２時開演　浅草九劇（無
観客での有料配信上演）	 ※２回

劇団やりたかった
６日㈯～２８日㈰

「劇団やりたかった版オズの魔法つかい。やっぱり生
でなくっちゃ！」
脚本＝かぐやまふたみち　演出＝YammerSunshine
出演＝木下咲希　山口将也　堀杏理　久保山憂　村上
亮太他
〈２５００円　小学生５０円　６歳以下５円〉　11時／２時／７
時開演　８～1２・1５～1９・２２～２６日休演　参宮橋TR
ANCE MISSION	 ※２４回

AUBE GIRL’S STAGE　オンラインリーディングラ
イブ

６日㈯～７月５日㈰
「星を買いませんか２０２０」
脚本・演出＝山本夢人
出演＝八城まゆ　古賀成美　伊集院あさひ　来瞳舞夢　
楠まりな他
〈５５０円〉　６・２７日４時／８時　1２・1３・1８・1９・２・３
日８時　他２時／６時開演　８～11・1５～1７・２２～２６・
２９～1日休演　オンライン＠ZOOM　
	 ※２４回（1８回／６回）
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脚本＝三谷幸喜　演出＝冨坂友
出演＝甲本雅裕　相島一之　小林隆　阿南健治　吉田
羊他
〈無料〉　２時／６時開演　YouTube Live	 ※２回

N’s ONLINE STAGE
２２日㈮～２４日㈰

「マッチングハウス」
脚本＝武浩幸　演出＝池田政之
出演＝関根七瀬　松岡翔　阪本竜太　𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷　𠮷𠮷
伸二他
〈無料〉　９時開演　YoutubeLive	 ※３回

エイチエムピー・シアターカンパニー（一般社団法人
HMP）

２２日㈮～２４日㈰
「ブカブカジョーシブカジョーシ」
脚本＝大竹野正典　演出＝笠井友仁
出演＝髙安美𠮷　森田祐利栄　水谷有希　ナカメキョ
ウコ　原由恵
〈２５００円〉　８時開演　仮想劇場ウイングフィールド
	 ※３回

Celebration of Possibilities
２７日㈬・３1日㈰

「オンライン演劇 リーディング『音の世界』」
脚本＝岸田國士　演出＝西村壮悟
出演＝瑚海みどり　山森信太郎　廣田明代　西村壮悟　
せんす他
〈カンパ制〉　２７日８時　３1日２時開演　YouTube Live
 ※２回

宇宙論☆講座
３０日㈯

「炭火焼肉ミュージカル」
脚本・演出＝五十部裕明
出演＝肉　備長炭　七輪　五十部裕明　ぺけ他
〈無料〉　夕刻開演　関東某所（非公開）	 ※1回

柏市民劇場CoTiK
３０日㈯

「#オンライン演劇 ヤッテミタ」
脚本・演出＝たろう
出演＝山崎由美子　伊𠮷麻奈美　荻谷恵　松田美乃　
Deco
〈無料〉　４時開演　インターネット	 ※1回

《6月》

遠い音制作委員会
1日㈪～７日㈰

「遠い音」
脚本＝KANDO	Engine　演出＝篠崎功希
出演＝佐々木仁　篠﨑功希　なうみ　江口逢　家永惠
理他
〈無料〉　７日７時３０分　他９時３０分開演　オンライン
劇場（Zoom会議室を使用）	 ※７回

しみくれ
３日㈬～７日㈰

「ずっとここにある小さな塊」「358日」
脚本・演出＝清水康栄
出演＝𠮷勢桐子　渡部慎　三本松良樹　園田光　中舘
早紀他
〈４０００円〉　３日３時３０分／７時３０分　７日11時３０分／２
時３０分／６時　他1２時３０分／４時／７時３０分開演　バ
ルスタジオ	 ※1４回

柄本明ひとり芝居
５日㈮・６日㈯

「煙草の害について」
脚本＝アントン・チェーホフ　演出＝柄本明
出演＝柄本明
〈２０００円〉　５日７時３０分　６日２時開演　浅草九劇（無
観客での有料配信上演）	 ※２回

劇団やりたかった
６日㈯～２８日㈰

「劇団やりたかった版オズの魔法つかい。やっぱり生
でなくっちゃ！」
脚本＝かぐやまふたみち　演出＝YammerSunshine
出演＝木下咲希　山口将也　堀杏理　久保山憂　村上
亮太他
〈２５００円　小学生５０円　６歳以下５円〉　11時／２時／７
時開演　８～1２・1５～1９・２２～２６日休演　参宮橋TR
ANCE MISSION	 ※２４回

AUBE GIRL’S STAGE　オンラインリーディングラ
イブ

６日㈯～７月５日㈰
「星を買いませんか２０２０」
脚本・演出＝山本夢人
出演＝八城まゆ　古賀成美　伊集院あさひ　来瞳舞夢　
楠まりな他
〈５５０円〉　６・２７日４時／８時　1２・1３・1８・1９・２・３
日８時　他２時／６時開演　８～11・1５～1７・２２～２６・
２９～1日休演　オンライン＠ZOOM　
	 ※２４回（1８回／６回）
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うずめ劇場
８日㈪

「フェードル」
脚本＝ジャン・ラシーヌ　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　石川湖太朗　
西村優子他
〈４０００円　学生２５００円〉　２時／７時開演　調布市せん
がわ劇場	 ※２回

三栄町LIVE
８日㈪～２1日㈰

「死と乙女～とあるアイドルの葛藤詰将棋編～」
脚本・演出＝太田守信
出演＝鳥住奈央　柚木那夏　桜丘真衣　末棟友里奈　
高野杏依賀他
〈３５００円〉　1３・２０・２1日２時／６時　他７時３０分開演　
1５日休演　三栄町LIVE STAGE	 ※1６回

吉野翼企画
1０日㈬～1４日㈰

「初演版―阿呆船―」
脚本＝寺山修司　台本協力＝岸田理生　脚色・演出＝
吉野翼
出演＝井口香　石井舞　高畑亜実　篠原志奈　ハララ
ビハビコ他
〈４０００円〉　1２日２時／７時３０分　1３日２時／７時　1４日
1時／６時　他７時３０分開演　バルスタジオ ※８回

Alexandrite Stage
1０日㈬～1４日㈰

「Three Kingdoms～蜀国編～」
脚本・演出＝野口大輔
出演＝安達優菜　粕谷佳五　幸田友見　有里梓　高橋
孝衣他
〈９０００円　７０００円　５０００円〉　1３・1４日1２時／４時　他
1時３０分／６時３０分開演　シアターグリーン BIG 
TREE THEATER	 ※1０回

兎団
11日㈭

「白い世界【配信上演】」
脚本＝能登千春　演出＝斉藤可南子
出演＝斉藤可南子　石黒礼子　松尾武志　柳橋龍　佐
藤天衣他
〈無料〉　７時開演　YouTube「兎団電脳部」	 ※1回

新ロイヤル大衆舎
11日㈭～1８日㈭

「緊急事態軽演劇八夜」

脚本＝白井喬二　A.チェーホフ　福田転球　森本薫　
中村進　W.シェイクスピア　サトウハチロー　演出
＝長塚圭史
出演＝福田転球　大堀こういち　長塚圭史　山内圭哉
〈３０００円　オンライン配信1０００円〉　1３日３時／６時　
1４日３時　1８日５時　他７時開演　ザ・スズナリ
	 ※９回

本多劇場グループ
1２日㈮

「オンライン即興演劇実験ライブvol.２」
脚本・演出＝オンライン即興演劇実験ライブvol.２出
演者
出演＝今井敦　佐藤拓之　鈴真紀史　倉品淳子　松浦
佐知子他
〈無料〉　1時３０分／７時３０分開演　「劇」小劇場（ライブ
ストリーミング配信YouTube Live）	 ※２回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1９日㈮　〈無料〉　1時３０分／７時３０分開演　OFF・
OFFシアター　※２回

公益社団宝生会　夜能リバイバル公演　配信特別公演
1３日㈯

「生田敦盛」
出演＝宝生和英　津田健次郎他
〈２５００円〉　７時開演　宝生能楽堂	 ※1回

ユーキース・エンタテインメント
1３日㈯・1４日㈰

「OvObインプロLIVE」
脚本・演出＝ユーキース・エンタテインメント
出演＝大迫洸太郎　星達也　松田翼　荒木篤美　石河
歩他
〈３５００円〉　1２時／３時３０分／７時開演　STUDIOユー
キース	 ※６回

本多劇場グループ PRESENTS
1４日㈰

「オーディエンス【機材トラブルのため生配信中止】」
脚本・演出＝フルタジュン
出演＝劇団フルタ丸
〈２０２０円〉　４時開演　「劇」小劇場（ライブ配信）	 ※1回

西尾佳織（鳥公園）／THEATRE E9 KYOTO　THE
ATRE E9 KYOTO ×京都舞台芸術協会ショーケース
企画

1７日㈬
「“暗闇があるから一人になれる”」
脚本・演出＝西尾佳織
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出演＝なし
〈無料〉　1２時／２時／４時／６時／８時開演　THEAT
RE E9 KYOTO	 ※５回【京都】

大鶴佐助・大鶴美仁音ふたり芝居
1７日㈬・1８日㈭

「いかけしごむ」
脚本＝別役実　演出＝大鶴佐助　大鶴美仁音
出演＝大鶴佐助　大鶴美仁音
〈1５００円〉　1時３０分開演　浅草九劇（ライブ配信）
	 ※２回

やみ・あがりシアター
1８日㈭～２1日㈰

「謁見」
脚本・演出＝笠浦静花
出演＝小角まや　安東信助　市川歩　加藤睦望　吉成
豊他
〈３０００円〉　1８日５時／８時　1９日２時／５時／８時　２０
日11時／２時／５時／８時　２1日11時／２時／５時／７
時開演　スタジオ空洞	 ※1３回

ACALINO TOKYO 
1９日㈮～２1日㈰

「演劇の街をつくった男」
脚本・演出＝徳尾浩司
出演＝中薗菜々子　大部恵理子　杉山圭一　石川啓介　
笠井里美他
〈３０００円　有料ライブ配信２０００円〉　1９日２時／７時　
他1時／６時開演　小劇場B１	 ※６回

スカレッティーナ演劇研究所　企画公演
1９日㈮～２1日㈰

「白鳥の歌」
脚本＝A.P.チェーホフ　演出＝小西優司
出演＝小西優司　高村賢　佐古達哉　橋本光輝
〈３０００円〉　1時／４時／７時開演　RAFT	 ※９回

一般社団法人表現者工房
1９日㈮～２２日㈪

「２０２０チルスとマンス」
脚本＝イ・サンウ　脚色＝矢内文章
出演＝矢内文章　坂口修一　七味まゆ味　岩崎正寛　
有北雅彦
〈４０００円　学生３０００円〉　1９日７時　２０日1時／６時　
２1日11時／４時　２２日３時／６時３０分開演　表現者工
房	 ※７回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２６日㈮～２９日㈪　〈４０００円　学生３０００円〉　２６日７

時　２７日1時／６時　２８日11時／４時　２９日３時開演　
シアター風姿花伝　※６回　▼７月４日㈯・５日㈰　〈４０
００円　学生３０００円〉　４日６時　５日11時／４時開演　
金沢２１世紀美術館　※３回【石川】

エビスSTARバープロデュース
1９日㈮～２５日㈭

「TryAngle」
脚本＝なにわえわみ　脚本・演出＝佐藤信也　牧野純
基
出演＝角田拓真　佐藤絵美里　れいちゃる井上　弥音
夏　辰己真有加他
〈２２００円〉　２０・２1日1時／６時　他７時３０分開演　エ
ビスSTARバー	 ※９回

HH企画
２０日㈯

「【ひなのかおりとかごめのえ】上映会」
脚本・演出＝HH企画
出演＝HH企画
〈２５００円〉　1２時／５時開演　中野スタジオあくとれ
	 ※２回

S.I.P.H THEATER
２０日㈯

「our DREAM（ミュージカル　アワー・ドリーム ）」
脚本・演出＝松本匡史
出演＝武井雷俊　伊藤慧　香月美慧　北島裕佳　ひか
り他
〈２８００円〉　６時開演　オンラインにて（ツイキャス）
	 ※1回

タニノクロウ×オール富山 ２nd Stage 関連企画
２０日㈯

「Meditation―The day before daylight―」
脚本・演出＝タニノクロウ
出演＝劇場を愛する方
〈無料〉　３時３０分開演　富山市芸術文化ホール（オー
バード・ホール）	 ※1回【富山】

ユーキースショーケース　朗読劇
２０日㈯・２1日㈰

「家族のはなし」「手紙」「デートの事情」
脚本＝藤原良　演出＝松下軽美
出演＝泰勇気　星達也　松田翼　荒木篤美　鈴枝彩他
〈４０００円〉　1２時／３時３０分／７時開演　STUDIOユー
キース	 ※６回

無観客オンライン配信公演 Send The Theater 劇
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出演＝なし
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キース	 ※６回
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場を届けよう。オムニバス公演
２０日㈯・２1日㈰

「With」
脚本・演出＝中村ノブアキ　中津留章仁　冨坂友　戸
田彬弘
出演＝小平伸一郎　福田真夕　樋田洋平　伊藤圭太　
大浦千佳他
〈無料配信〉　２０日８時　２1日３時開演　サンモールス
タジオ（YouTubeLiveによる無料生配信）	 ※２回

広田二口企画
２０日㈯・２1日㈰

「眠っちゃいけない子守歌」
脚本＝別役実　演出＝広田ゆうみ
出演＝広田ゆうみ　二口大学
〈２５００円　２２歳以下1０００円〉　２０日７時　２1日２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。
▼８月７日㈮・８日㈯　〈２５００円　２２歳以下1０００円〉　７
日７時３０分　８日２時／７時開演　シアターねこ　※３
回【愛媛】　▼1０月３０日㈮・３1日㈯　〈２５００円　２２歳以
下1０００円〉　３０日７時　３1日３時／７時開演　人間座ス
タジオ　※３回【京都】

笑の内閣　オンライン演劇
２０日㈯・２1日㈰

「信長のリモート・武将通信録」
脚本・演出＝高間響
出演＝髭だるマン　福地教光　神田真直　由良真介　
土肥希理子他
〈1５００円〉　８時開演　THEATRE E9 Air　
	 ※２回【京都】

オーストラ・マコンドー　無声演劇
２０日㈯～２２日㈪

「俺も頑張る」
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝カトウシンスケ　清水みさと　豪起　後藤剛範　
小林風花
〈プレミアムチケット３３００円　３０００円　リモート観劇
２０００円〉　２０日７時３０分　他３時開演　ザ・スズナリ
	 ※３回

STUDIO REACTOR　多重媒介式巨大電脳結線演劇
２1日㈰～２７日㈯

「月影 フライバイバディ」
脚本・演出＝クロマチゲン
出演＝MatsuMillan　クロマチゲン　麦野らく
〈フリーカンパ制〉　２1日０時　他９時開演　願わく

は、電子の海にて（オンライン）	 ※７回

ぐりむの法則
２３日㈫～７月５日㈰

「えのもとぐりむ朗読劇 三部作」
脚本＝えのもとぐりむ　演出＝中島庸介
出演＝他
〈６０００円〉　２３日８時　２７・２８・４日1２時／３時／６時　
２９日７時　1～３日２時／５時／８時　５日1２時／３時　
他５時／８時開演　赤坂RED/THEATER　
	 ※３０回（1６回／1４回）

浅草九劇　ふたり芝居
２４日㈬～２６日㈮

「タンスのゆくえ」
脚本・演出＝田村孝裕
出演＝中村まこと　藤間爽子　山口森広　町田マリー
〈２０００円〉　７時３０分開演　浅草九劇	 ※３回

真昼
２４日㈬～２８日㈰

「なにもない空間　２」
脚本・演出＝真昼
出演＝なし
〈２０００円〉　1時／２時３０分／４時／５時３０分／７時／８時
３０分開演　THEATRE E9 KYOTO　　※３０回【京都】

Flying Trip
２４日㈬～３０日㈫

「あいまいばかりの世界」
脚本・演出＝春間伸一
出演＝宇野結也　浜浦彩乃　佐伯亮　藤本結衣　八巻
貴紀他
〈７０００円〉　２６日２時／７時　２７・２８日1時／６時　３０日
６時　他７時開演　全労済ホール／スペース・ゼロ
	 ※1０回

TAAC
２４日㈬～３０日㈫

「なにもない劇場」
脚本・演出＝TAAC
出演＝なし
〈無料〉　２６・２８・３０日２時３０分／４時３０分　２７日２時
３０分／４時３０分／７時３０分／９時３０分　他７時３０分／９
時３０分開演　駅前劇場	 ※1６回

劇団6番シード
２５日㈭～７月５日㈰

「ミキシングレディオ２０２０」
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脚本・演出＝松本陽一
出演＝椎名亜音　土屋兼久　宇田川美樹　新井雄也　
髙木聡一朗他
〈５５００円〉　２７・２８・４日1時／６時　３日２時／７時　５
日1２時／５時　他７時開演　２９・1日休演　シアター
KASSAI	 ※1４回（７回／７回）

三栄町LIVE＋貞岡秀司プロデュースVol.２
２５日㈭～７月５日㈰

「もじ式」
脚本・演出＝貞岡秀司
出演＝森駿　池田萌美　須藤美鈴　野渡拓斗　佐藤弓
季他
〈３５００円〉　２７・４・５日２時／６時　２８・３日２時　他７
時３０分開演　三栄町LIVE STAGE
	 ※1４回（７回／７回）

演劇ユニットせのび
２６日㈮・２７日㈯

「@Morioka（僕＝村田青葉の場合）」
脚本・演出＝村田青葉
出演＝村田青葉
〈1０００円〉　２６日８時　２７日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】

本多劇場グループ
２６日㈮～２８日㈰

「人の気も知らないで」
脚本＝横山拓也　演出＝益山貴司
出演＝安藤みどり　井上薫　小飯塚貴世江
〈３０００円　LIVE配信２０００円〉　２６日７時３０分　２７日２
時／６時　２８日２時開演　小劇場B１	 ※４回

劇団papercraftオンライン公演
２６日㈮～２８日㈰

「今日のどこかで」
脚本・演出＝海路
出演＝和久井大城　朝長ゆきの　磯崎みずほ　笑里
〈無料生配信〉　２６日８時　２７日1時／３時３０分／９時　
２８日11時／９時開演　自宅。全国どこからでも、ご視
聴頂けます。	 ※６回

大森カンパニープロデュース　「更地１6」代替公演
２６日㈮～２８日㈰

「二人の文化祭《特別篇》～コロナノコノヤロメ！～ 小劇
場の灯は消さない！」
脚本・演出＝大森カンパニープロデュース
出演＝大森ヒロシ　山口良一他
〈４０００円〉　２６日７時３０分　２７日２時／６時３０分　２８日1

時／５時開演　ザ・スズナリ	 ※５回

「本読みの時間」
２７日㈯

「エン　ド　ロール」
脚本・演出＝本読みと芝居紳士の時間
出演＝甲斐祐子　杉田真吾　福岡りょうじ
〈２０００円　配信1０００円〉　３時／６時開演　古本屋 メガ
ネヤ	 ※２回【大阪】

feblaboプロデュース　シアター・ミラクル営業再
開トライアル公演

２７日㈯・２８日㈰
「アレルギー２０２０」
脚本＝米内山陽子　演出＝池田智哉
出演＝石井智子　坂本七秋　山本沙羅　高村颯志
〈２５００円　1５００円　配信チケット５００円〉　２時／７時開
演　新宿シアター・ミラクル	 ※４回

令和反戦楽団
２７日㈯・２８日㈰

「おとぎヴェなし」
脚本・演出＝黒田勇樹
出演＝藤枝直之　皇希　けんじゅー　霧嶋あさと　日
向諒他
〈２０００円〉　２７日５時／７時　２８日1時／４時／７時開演　
エビスSTARバー	 ※５回

角田佳代ひとり芝居
２７日㈯・２８日㈰

「売り言葉」
脚本＝野田秀樹　演出＝角田佳代
出演＝角田佳代
〈３７００円〉　２７日３時／７時　２８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

劇団乱れ桜
２８日㈰・７月５日㈰

「Order」
脚本・演出＝劇団乱れ桜
出演＝和田侑弥　ぽてさらちゃん。　ちかとだただし　
新井聖美　つぼなみ他
〈２０００円〉　６時／８時開演　道頓堀ZAZA HOUSE　
	 ※４回（２回／２回）【大阪】

藤原たまえプロデュース
３０日㈫～７月５日㈰

「MASKED HEROES」
脚本＝安達健太郎　たこ焼き君　常松花穂　演出＝藤
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出演＝安藤みどり　井上薫　小飯塚貴世江
〈３０００円　LIVE配信２０００円〉　２６日７時３０分　２７日２
時／６時　２８日２時開演　小劇場B１	 ※４回

劇団papercraftオンライン公演
２６日㈮～２８日㈰

「今日のどこかで」
脚本・演出＝海路
出演＝和久井大城　朝長ゆきの　磯崎みずほ　笑里
〈無料生配信〉　２６日８時　２７日1時／３時３０分／９時　
２８日11時／９時開演　自宅。全国どこからでも、ご視
聴頂けます。	 ※６回

大森カンパニープロデュース　「更地１6」代替公演
２６日㈮～２８日㈰

「二人の文化祭《特別篇》～コロナノコノヤロメ！～ 小劇
場の灯は消さない！」
脚本・演出＝大森カンパニープロデュース
出演＝大森ヒロシ　山口良一他
〈４０００円〉　２６日７時３０分　２７日２時／６時３０分　２８日1

時／５時開演　ザ・スズナリ	 ※５回

「本読みの時間」
２７日㈯

「エン　ド　ロール」
脚本・演出＝本読みと芝居紳士の時間
出演＝甲斐祐子　杉田真吾　福岡りょうじ
〈２０００円　配信1０００円〉　３時／６時開演　古本屋 メガ
ネヤ	 ※２回【大阪】

feblaboプロデュース　シアター・ミラクル営業再
開トライアル公演

２７日㈯・２８日㈰
「アレルギー２０２０」
脚本＝米内山陽子　演出＝池田智哉
出演＝石井智子　坂本七秋　山本沙羅　高村颯志
〈２５００円　1５００円　配信チケット５００円〉　２時／７時開
演　新宿シアター・ミラクル	 ※４回

令和反戦楽団
２７日㈯・２８日㈰

「おとぎヴェなし」
脚本・演出＝黒田勇樹
出演＝藤枝直之　皇希　けんじゅー　霧嶋あさと　日
向諒他
〈２０００円〉　２７日５時／７時　２８日1時／４時／７時開演　
エビスSTARバー	 ※５回

角田佳代ひとり芝居
２７日㈯・２８日㈰

「売り言葉」
脚本＝野田秀樹　演出＝角田佳代
出演＝角田佳代
〈３７００円〉　２７日３時／７時　２８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

劇団乱れ桜
２８日㈰・７月５日㈰

「Order」
脚本・演出＝劇団乱れ桜
出演＝和田侑弥　ぽてさらちゃん。　ちかとだただし　
新井聖美　つぼなみ他
〈２０００円〉　６時／８時開演　道頓堀ZAZA HOUSE　
	 ※４回（２回／２回）【大阪】

藤原たまえプロデュース
３０日㈫～７月５日㈰

「MASKED HEROES」
脚本＝安達健太郎　たこ焼き君　常松花穂　演出＝藤
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原珠恵
出演＝大林ちえり　岡村多加江　香衣　近藤哲也　塩
山みさこ他
〈３５００円〉　２日２時／７時　４・５日1時／５時　他７時開
演　小劇場B１	 ※９回（1回／８回）

RISE Communication
３０日㈫～７月５日㈰

「『THE★JINRO』―イケメン人狼アイドルは誰だ‼―」
脚本＝石坂伸太郎　伊達さん　演出＝中野智行
出演＝山本裕典　こんどうようぢ　松村優　與座亘他
〈1５０００円　７５００円　５５００円〉　３０日３時／７時　４日1
時３０分／６時　５日1２時３０分／５時　他２時３０分／７時
開演　新宿シアターモリエール	 ※1２回（２回／1０回）

《7月》

劇団藤一色
２日㈭～５日㈰

「『シン・デレラ』×『デレラ～クイーン・オブ・モン
スターズ～』」
脚本＝遠藤遥風　演出＝加藤広祐
出演＝加藤広祐　遠藤遥風　藤澤サトシ　小澤優斗　
柿澤大翔他
〈３５００円　２５歳以下３０００円〉　４日1時／６時　５日1２時
／５時　他２時／７時開演　OFF・OFFシアター
	 ※８回

燐光群
３日㈮～1９日㈰

「天神さまのほそみち」
脚本＝別役実　演出＝坂手洋二
出演＝さとうこうじ　鴨川てんし　川中健次郎　猪熊
恒和　円城寺あや他
〈４２００円　２５歳以下・大学・専門学校生1５００円	　高
校生以下５００円〉　４・５・９・11・1２・1５・1９日２時　
1４・1６・1８日２時／７時　他７時開演　ザ・スズナリ
	 ※２０回

芝居maker　GoooooToJ
４日㈯

「ころやろう」
脚本＝雪つららきの　演出＝さすがや　あうん
出演＝芝居maker　GoooooToJ
〈投げ銭〉　３時開演　KAGAN HOTEL	 ※1回【京都】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈯・1９日㈰　〈３００円＋投げ銭〉　1８日５時　1９
日11時／５時開演　EVANS KINGDOM　CASTLE 
GARDEN　※３回【奈良】

あみゅーず・とらいあんぐる
４日㈯

「☆TRYすこしずつ☆」
脚本・演出＝あみゅーず・とらいあんぐる
出演＝条あけみ　中村ユリ　原由恵　松原一純　柴垣
啓介他
〈無料〉　２時／５時／７時３０分開演　天満天六・音太小
屋	 ※３回【大阪】

E–Stage Topia
４日㈯～９日㈭

「MECHABETH」
脚本・演出＝江戸川崇
出演＝長濱慎　石井陽菜　小栗諒　一洸　秋吉織栄他
〈Ｓ席1００００円　Ａ席７０００円〉　４日７時　５日1時／６時　
９日４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	 ※1０回

NakatsuruBoulevardTokyo
４日㈯～1２日㈰

「パンデミック・パニック」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝田邉淳一　村上隆文　みやなおこ　石井麗子　
谷畑聡他
〈２０００円〉　４・1０日７時　他２時／７時開演　APOCシ
アター（YouTube、Vimeoでライブ配信）	 ※８回

東京印
８日㈬～1２日㈰

「げんせんじゃ～！～宝や旅館～２０２０」
脚本・演出＝長戸勝彦
出演＝山﨑晶吾　川上将大　白石康介　鐘ヶ江洸　登
野城佑真他
〈Ｓ席８５００円　Ａ席７５００円〉　８日７時　11日1時／６時　
1２日1２時／４時　他２時／７時開演　CBGKシブゲキ‼
	 ※９回

株式会社Thavman
８日㈬～1２日㈰

「殺し屋にくびったけ」
脚本・演出＝安藤亮司
出演＝鉢嶺杏奈　上遠野太洸　多田愛佳　中村龍介　
岩佐祐樹他
〈Ｓ席７５００円　Ａ席６０００円〉　８・９日７時　他２時／７
時開演　シアターサンモール	 ※８回

amipro
８日㈬～1２日㈰

「剣が君―残桜の舞―」
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脚本・演出＝浅井さやか
出演＝田中れいな　矢部昌暉　反橋宗一郎　秋沢健太
朗　谷佳樹他
〈1４５００円〉　８日７時　11日1時／６時　1２日1２時／４時　
他２時／７時開演　THEATRE１０１０	 ※９回

劇団球
９日㈭～1２日㈰

「コロナ撲滅！よーいドン！公演 Tears Mirror―涙
の鏡―」
脚本・演出＝田口萌
出演＝シージェッター海斗　赤尾マーサ　太田直人　
志村翔太　山口貴生他
〈３０００円　学生・シニア割２５００円〉　11日1時／６時　
1２日1時／５時　他６時開演　「劇」小劇場	 ※６回

ミモザ
1０日㈮～1２日㈰

「讃鞭般若（シャンパン）」
脚本・演出＝葉兜ハルカ
出演＝葉兜ハルカ　平井佐智子　モモトモヨ　山本絵
理
〈２５００円〉　1０日７時３０分　11日1時／４時／７時　1２日
1時／４時開演　STAGE+PLUS	 ※６回【大阪】

試験管ベビー
1０日㈮～1２日㈰

「翼がもらえると聞いたんです。」
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　
浅井ぽてと他
〈３０００円　高校生以下1５００円〉　1０日７時　11日1時／
６時　1２日1時／５時開演　愛知県芸術劇場・小ホール
	 ※５回【愛知】

Hananaki produce
1０日㈮～1２日㈰

「区立すーぱーうるとらスゲェふぁいやーこんと小学
校」
脚本・演出＝田邊俊喜　演出＝萩原成哉
出演＝秋葉友佑　一ノ瀬竜　鵜飼主水　図師光博　田
邊俊喜他
〈５０1０円〉　1０日３時／７時　11日２時／７時　1２日1２時
／４時開演　六行会ホール	 ※６回

duobus株式会社
11日㈯・1２日㈰

「劇壇週間」
脚本・演出＝duobus株式会社

出演＝西川浩幸　岡田達也　末原拓馬　美木マサオ　
西山宏幸他
〈1２００円〉　11日1時／５時／８時　1２日1時／５時開演　
駅前劇場（ZOOM配信）	 ※５回

たすいち
11日㈯～1９日㈰

「キズツクキカイ」「お湯で流して」
脚本・演出＝目崎剛
出演＝小太刀賢　中村桃子　永渕沙弥　大森さつき　
白井肉丸他
〈４８００円　２５歳以下３０００円　1８歳以下２５００円〉　11日
２時　1３日８時　1８日1時／６時　1９日1時／５時　他２
時／８時開演　シアターKASSAI	 ※1６回

フリスティエンターテインメント
11日㈯～２６日㈰

「#つーぴーす」
脚本・演出＝江戸川崇
出演＝フリスティエンターテインメント
〈４０００円〉　1時／４時／７時開演　1３～1７・２０～２４日
休演　ステージカフェ下北沢亭	 ※1８回

G–フォレスタ　リーディングシアター
1２日㈰

「青い空の真下で２０２０」
脚本・演出＝丸尾拓
出演＝山崎修一　生田克正　もりかゆみ　杉本ヒロ子　
森優子他
〈５０００円〉　２時／４時開演　御影公会堂	 ※２回【兵庫】

グッドディスタンス
1５日㈬～1９日㈰

「風吹く街の短篇集　第一章」
脚本・演出＝グッドディスタンス
出演＝外波山文明　オクイシュージ　久ヶ沢徹　瓜生
和成　松本哲也他
〈平日２５００円　休日３０００円〉　1２時３０分／３時／５時３０
分／８時開演　「劇」小劇場	 ※２０回

Aramacky Presents
1６日㈭・1７日㈮

「無理ばっかり。」
脚本＝梶原俊治　幸田真洋　内田好政　田坂哲郎　演
出＝荒巻久登
出演＝坪内陽子　岡本ヒロミツ　萩尾ひなこ　桂智寛
〈２３００円〉　７時３０分開演　ぽんプラザホール　
	 ※２回【福岡】
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singing dog
1６日㈭～２０日㈪

「ブラックアウト」
脚本＝藤﨑麻里　演出＝吉田康一
出演＝谷仲恵輔　吉田テツタ　井内勇希　吉田雅人　
小林大輔他
〈４５００円　学生３０００円〉　1６日７時　1９・２０日1時／６
時　他２時／７時開演　雑遊	 ※９回

DULL–COLORED POP
1６日㈭～２６日㈰

「アンチフィクション」
脚本・演出＝谷賢一
出演＝谷賢一
〈３５００円　高校生以下1０００円〉　1８・２３～２５日1時／６
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〈３０００円〉　1８日1時　1９日11時配信　浅草公会堂
	 ※２回
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「モスクワ　１98０」
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原武他
〈５０００円〉　２０・２２日７時　２1日２時／７時　他1時／５
時開演　赤坂RED/THEATER	 ※1２回
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２０日㈪～２６日㈰
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緒実
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「君とならどんな夕暮れも怖くない」
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　船越真美子他
〈５５００円〉　２３日３時／７時３０分　２５日２時／６時　２６日
1時／５時　他７時３０分開演　駅前劇場	 ※９回

柿喰う客　こどもと観る演劇プロジェクト２０２０　オ
ンライン生配信

２２日㈬
「にんぎょひめ」
脚本＝アンデルセン　演出＝中屋敷法仁
出演＝大村わたる　原田理央　今井由希　永田紗茅
〈無料〉　６時開演　六本木トリコロールシアター　
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	 ※1回

劇団そとばこまち
２２日㈬～２６日㈰

「ピリオド」
脚本・演出＝坂田大地
出演＝南園みちな　田中尚樹　新谷佳士　オオサワシ
ンヤ　嶋田典子
〈３５００円　学生２８００円〉　２２日７時３０分　２６日1時／５
時　他２時／６時開演　劇団そとばこまちアトリエ・
十三 BlackBoxx	 ※９回【大阪】

ドナルカ・パッカーン
２２日㈬～２６日㈰

「野獣降臨」
脚本＝野田秀樹　演出＝川口典成
出演＝鎌内聡　那須野恵　丸尾聡
〈４５００円〉　２２日７時３０分　２３日６時　２６日1時　他1時
／６時開演　萬劇場	 ※７回

演劇集団STaGe☆PaRaNoRMaL
２３日㈭～２５日㈯

「ENGE喫茶『まぁ、そんなこと言わんとお茶でも飲ん
どり！』」
構成・演出＝森下健土
出演＝上野剛吉　岩藤小町　くめはるか　芳本紗良　
中村さち他
〈５０００円　３５００円〉　２３日４時／７時　他1２時／３時／６
時開演　common cafe	 ※８回【大阪】

劇団ノーミーツ　フルリモート演劇
２３日㈭～２６日㈰

「むこうのくに」
脚本・演出＝小御門優一郎
出演＝竹田光稀　尾崎由香　イトウハルヒ　オツハタ　
そら他
〈２８００円　1８歳以下５００円〉　２時／８時開演　特設サイ
トにてオンライン生配信上演	 ※８回

AR PRESENTS
２３日㈭～２６日㈰

「フィーバー5」
脚本・演出＝木下半太
出演＝あだち理絵子　西郷豊　亀山貴也　ボブ・マー
サム　高瀬川すてら他
〈３０００円〉　２３日７時３０分　２４日３時／７時３０分　２５日
11時／３時／７時３０分　２６日1時／４時開演　DAIHAT
SU 心斎橋角座	 ※８回【大阪】

屋根裏ハイツ
２３日㈭～８月２日㈰

「とおくはちかい （reprise） 」「ここは出口ではない」
脚本・演出＝中村大地
出演＝佐藤駿　瀧腰教寛　宮川紗絵　村岡佳奈　三浦
碧至他
〈４０００円〉　２４日６時３０分　２６・２日1時　２７・２９・３０
日２時／７時３０分　３1日２時　他1時／６時３０分開演　
２８日休演　こまばアゴラ劇場	 ※1６回（1３回／３回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼９月1８日㈮～２２日㈫　〈３５００円　２５歳以下２５００円〉　
1８日７時３０分　1９日２時　他1時／６時開演　せんだい
演劇工房１０–BOX　※８回【宮城】

演劇実験室◎万有引力
	 ２３日㈭～８月２日㈰

「√ ―何か面白いことはないかと劇場に出かける―」
脚本＝寺山修司　演出＝J・A・シーザー
出演＝演劇実験室◉万有引力俳優陣他
〈３５００円〉　２３・２８日７時　２４・２日３時　他３時／７時
開演　ザ・スズナリ	 ※1８回（1５回／３回）

三栄町LIVE
２３日㈭～８月２日㈰

「首領（ドン）ちゃん騒ぎ」
脚本・演出＝黒田勇樹
出演＝田中惇之　葛西祥太　土志田菜々美　高橋彩人　
真京孝行他
〈３５００円〉　２８～３０日７時３０分　他２時／６時開演　２７
日休演　三栄町LIVE	 ※1６回（1２回／４回）

ボス村松
２４日㈮・２５日㈯

「ボス村松のプリズンブレイク」
脚本＝屋代秀樹　脚本・演出＝ボス村松
出演＝横手慎太郎　宝保里実　ボス村松　神野剛志　
田中渚
〈２５００円〉　２４日11時３０分／３時／８時　２５日11時／２
時／６時開演　新宿シアター・ミラクル	 ※６回

ひらさわひさよし&フルタジュン　プロデュース
２４日㈮～２６日㈰

「芸人温泉」
脚本・演出＝フルタジュン
出演＝阿部大樹　板橋廉平　北村真一郎　志乃　寺田
晴名他
〈４３００円〉　２６日1２時／３時　他３時／７時開演　小劇
場B１	 ※６回
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hishidas
２４日㈮～２６日㈰

「ラストダンスはどなたに」
脚本・演出＝菱田信也
出演＝伊勢美琴　竹下ポップ　宇野結菜　岩佐好益　
岡野圭吾他
〈２０００円　学生1５００円　配信1８００円〉　２４日６時　２５
日２時／６時　２６日３時開演　神戸三宮シアター・エー
トー	 ※４回【兵庫】

劇団暇だけどステキ
２４日㈮～２６日㈰

「今夜はハナさない～君の中の秘密倶楽部～」
脚本・演出＝エンペラーごま　井上キホー　Nしま他
出演＝五馬さとし　なかしまひろき　野村千寿子　お
さみき　西田美咲他
〈投げ銭〉　２４日３時／７時　２５日２時／６時　２６日1時
／５時開演　大阪市立芸術創造館	 ※６回【大阪】

gekidanU
２４日㈮～８月２日㈰

「インディゴチルドレン」
脚本＝遠藤遊　演出＝ヒガシナオキ
出演＝秋吉アスカ　鬼塚貴彬　亀井理沙　髙橋紗綾　
ツクロークン他
〈５０００円　３０００円〉　７時３０分開演　２７～２９日休演　南
千住gekidanU野外劇場	 ※７回（５回／２回）

宇宙論☆講座
２４日㈬～８月1０日㈪

「スーパーロボットミュージカル～楽しい東京オリン
ピック～」
脚本・演出＝五十部裕明
出演＝ロボット（無人劇）
〈２０００円〉　２５・２６・1・２・６～９日２時／７時　1０日２
時　他７時開演　江古田 ギャラリー古籐　
	 ※２６回（1０回／1６回）

亜細亜の骨　超空想科学奇譚
２７日㈪～８月２日㈰

「食用人間～トリコジカケの中華料理～」
脚本＝林孟寰　翻訳＝山﨑理恵子　演出＝E-RUN
出演＝井上裕朗　奥田努　深谷由梨香　松田将希　周
浚鵬他
〈４５００円　学生２８００円〉　２９・３1・1日２時／７時　２日
２時　他７時開演　ウエストエンドスタジオ
	 ※1０回（７回／３回）

火曜日のゲキジョウ

２８日㈫
「江本真里子一人芝居×プロトテアトル」
脚本・演出＝竜崎だいち　FOペレイラ宏一朗
出演＝江本真里子　有川水紀　香川由依　塗木愛
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

ツツシニウム
２９日㈬～８月２日㈰

「フスマノオトン」
脚本・演出＝福地慎太郎
出演＝高橋明日香　図師光博　星璃　松木わかは　七
海とろろ他
〈５０００円〉　３1日２時／７時３０分　1日２時／７時　２日1２
時／４時　他７時３０分開演　シアターKASSAI
	 ※８回（４回／４回）

エヌオーフォー No.4
２９日㈬～８月1０日㈪

「バクステ！3rd stage.～舞台裏にも「スタッフ」という
演劇人がいる。～」
脚本＝堤泰之　演出＝南鳩史之
出演＝納谷健　佐藤信長　齋藤健心　高田誠　小野寺
ずる他
〈６５００円〉　３1・４・５・７日２時／７時　1・２・８・９日1
時／６時　1０日1時　他７時開演　３日休演　赤坂RED/
THEATER	 ※２０回（４回／1６回）

コルバタ
３０日㈭～８月２日㈰

「フィリピン人の父に、投げっぱなしジャーマン」
脚本・演出＝MARU
出演＝朱里　万喜なつみ　クシダ杏沙　北川嵩　マペ
ヲ他
〈４３００円〉　1日1時／６時　２日1２時／５時　他２時／７
時開演　シアターブラッツ	 ※８回（４回／４回）

劇団チョコレートケーキ
３1日㈮～８月1０日㈪

「無畏」
脚本＝古川健　演出＝日澤雄介
出演＝岡本篤　西尾友樹　青木柳葉魚　今里真　近藤
フク他
〈４３００円　２５歳以下３８００円〉　1・２・８～1０日２時　他
７時開演　４日休演　駅前劇場	 ※1０回（1回／９回）

《8月》

一般社団法人表現者工房　市民参加リーディング公演
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１２
1日㈯～３日㈪

「Earth of Star prince～おとなは、だれも、はじめは
子どもだった～」
脚本・演出＝桂ゆめ
出演＝坂口修一　乾佐和子　桂ゆめ　飯田紀史　石田
寿他
〈３０００円　学生２０００円〉　1日２時／６時　２日1２時３０分
／４時３０分　３日３時３０分開演　表現者工房
	 ※５回【大阪】

yhs
1日㈯～８日㈯

「ヘリクツイレブン」
脚本・演出＝南参
出演＝能登英輔　櫻井保一　山田プーチン　氏次啓　
佐藤亮太他
〈３０００円　学生1５００円〉　３～７日７時３０分　他２時開演　
生活支援型文化施設コンカリーニョ	 ※８回【北海道】

TBスタジオ
1日㈯～1０日㈪

「手紙　届かなかったラブレター」
脚本・演出＝得丸伸二
出演＝谷本充弘　花見えりぃ　高橋克明　山崎美貴　
桂憲一他
〈３０００円〉　1日３時／７時　２日1時／４時　３日８時　６
日1時　他1時／４時３０分開演　４・５日休演　TBスタ
ジオ	 ※1４回

「イシノマキにいた時間」製作委員会　オンラインライ
ブ配信公演

４日㈫・５日㈬
「イシノマキにいた時間」
脚本・演出＝福島カツシゲ
出演＝石倉良信　田口智也　福島カツシゲ
〈２０００円〉　４日７時　５日２時／７時開演　浅草九劇
	 ※３回

藤原たまえプロデュース
４日㈫～９日㈰

「スーパー・ウーマン・リヴ」
脚本・演出＝常松花穂
出演＝井口千穂　香月健志　桐島ココ　小池真優香　
ジョニー高山他
〈３８００円〉　６日３時／７時　８・９日1時／５時　他７時開
演　シアター7１１	 ※９回

プロジェクトリコロ

５日㈬～９日㈰
「サイキック・エージェンシー」
脚本・演出＝こうのゆうか　演出＝フクシマユウキ
出演＝波崎彩音　栞菜　益永えりか　渚カオリ　夏陽
りんこ他
〈５０００円〉　５日７時　８日1時／６時　９日1２時／５時　
他２時／７時開演　萬劇場	 ※９回

アクティブハカタ　夏休み平和祈念公演第１7弾
６日㈭～９日㈰

「折り鶴の少女～サダコ～」
脚本＝たいらまさお　演出＝伊集院晃生
出演＝ゆうこ　森千咲穂　中里公美　岩永舞子　長元
流生他
〈1５００円〉　８・９日1時／４時　他２時３０分／６時開演　
ベイサイドライブホール BY ACTIVE HAKATA　
	 ※８回【福岡】

新宿梁山泊　音楽劇
６日㈭～1６日㈰

「風まかせ　人まかせ～続・百年 風の仲間たち～」
脚本＝趙博　演出＝金守珍
出演＝金守珍　趙博　近藤弐吉　佐藤正行　広島光他
〈４５００円　学生３５００円〉　８・1２・1５日２時／７時　９・
1０・1４・1６日２時　他７時開演　ザ・スズナリ
	 ※1４回

キャンディプロジェクト
７日㈮～1０日㈪

「不思議の国のドグラマグラ」
脚本・演出＝キャンディ江口
出演＝秋野おはぎ　雨奥詩奈　高橋直幸　瀧澤由舞　
竜木悥他
〈４０００円〉　７日４時／７時３０分　1０日1２時３０分／４時　
他1２時３０分／４時／７時３０分開演　シアターグリーン　
BOX in BOX THEATER	 ※1０回

The Smoke Shelter　音楽詩劇
７日㈮～1０日㈪

「禁欲のスモークヘヴン」
脚本・演出＝李晏珠
出演＝響水　駒優梨香　李晏珠
〈1０００円　２５歳以下９００円〉　７日７時　1０日11時　他３
時／６時開演　green＆garden	 ※６回【京都】

シアワセナゲキダン　朗読劇
８日㈯

「ここからは遠い街～村上春樹×湊かなえ～」
脚本＝丸尾拓　演出＝田所楽感禅
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出演＝伶原彩夏　小城幸久　高本結生　麻生実里　陽
山晴菜他
〈３５００円〉　1２時／４時開演　芦屋仏教会館　
	 ※２回【兵庫】

家で出来る演劇
８日㈯・９日㈰

「家で出来る演劇と岸田國士」
脚本＝岸田國士　演出＝家で出来る演劇
出演＝大塚由祈子　神山慎太郎　日野あかり　佛淵和
哉　吉田壮辰他
〈３５００円　４０００円〉　８日11時３０分／２時／４時３０分／７
時　９日1２時／２時３０分／５時開演　健康古民家かの
う	 ※７回

batsu–gumi
９日㈰～1６日㈰

「白バラの祈り　The White Rose」
脚本＝Lillian	Groag　演出＝西部守
出演＝八木橋里紗　小泉将臣　岡野一平　藤岡義樹　
武田知久他
〈５５００円　５０００円〉　９・11日７時　1６日２時　他２時／
７時開演　テアトルBONBON	 ※1３回

弦巻楽団
９日㈰～1６日㈰

「果実」
脚本・演出＝弦巻啓太
出演＝塚本奈緒美　深浦佑太　澤里有紀子　温水元　
百餅他
〈３５００円　２５歳以下２５００円　高校生以下1５００円〉　９日
６時　1０・1５日２時／６時　1６日２時　他７時３０分開演　
1３・1４日休演　サンピアザ劇場	 ※８回【北海道】

ミュージカル座
1０日㈪～1６日㈰

「ジュニア」
脚本・演出＝竹本敏彰　作曲＝玉麻尚一
出演＝ミュージカル座
〈６５００円〉　1０・11日６時３０分　1５日1時／５時３０分　
1６日1２時／４時　他２時／６時３０分開演　中目黒キン
ケロ・シアター	 ※1２回

火曜日のゲキジョウ
11日㈫

「三等フランソワーズ×米山空地」
脚本＝関戸哲也　演出＝おぐりまさこ　脚本・演出＝
中川浩六
出演＝中川浩六　米山真理

〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

IN EASY MOTION
11日㈫～1６日㈰

「冷たい火」
脚本・演出＝伊藤和重
出演＝高杉一穂　青木紳輔　伊藤武雄　沖津海友　大
串有希他
〈５５００円　高校生以下４０００円〉　11・1２日７時　1６日1
時／５時　他２時／７時開演　小劇場B１	 ※1０回

劇団ハッピータイム
1２日㈬～1６日㈰

「私が愛したスパイ―The Spy Whom I Loved」
脚本・演出＝忍守シン
出演＝宮本彩綾　横濱りい子　照井ゆちふ　大久保寛
則　向井沙織他
〈３５００円　1８歳未満1５００円〉　1２日７時３０分　1６日1２
時／４時　他1２時／３時３０分／７時３０分開演　北池
袋・新生館シアター	 ※1２回

中野坂上デーモンズ
1２日㈬～1７日㈪

「終わる」
脚本・演出＝松森モヘー
出演＝中尾仲良　大谷優衣　谷田奈生　比嘉麻琴　和
田瑠子他
〈３３００円〉　1５日1時／４時３０分／８時　1６日1時／４時
３０分　1７日２時／６時　他２時／７時３０分開演　OFF・
OFFシアター	 ※1３回

UDA☆MAP
1２日㈬～1７日㈪

「ホテルニューパンプシャー２０6」
脚本・演出＝松本陽一
出演＝UDA☆MAP
〈６５００円〉　1２日７時　1５・1６日1時／６時　1７日1時　
他２時／７時開演　キーノートシアター	 ※1０回

劇団東演　朗読劇
1３日㈭～1５日㈯

「月光の夏」
脚本＝毛利恒之　演出＝鈴木完一郎　原田一樹
出演＝南保大樹　奥山浩　絈野二紗子　岸並万里子　
清川翔三他
〈３０００円　２５歳以下1０００円〉　1３日７時　1４日２時　1５
日1２時開演　成城ホール	 ※３回
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擬人化計画向上委員会
1３日㈭～1６日㈰

「どうぶつLINE　２時限目！」
脚本・演出＝擬人化計画向上委員会
出演＝大本美紀　咲希あおい　遠野沙樹　渚志帆　髙
栖万季他
〈４８００円　学生３８０００円　小学生以下２０００円〉　1３日６
時３０分　1６日1２時／４時　他1時／６時３０分開演　萬
劇場	 ※７回

深夜ガタンゴトン
1３日㈭～1６日㈰

「消え残る」
脚本・演出＝裕本恭
出演＝ムトコウヨウ　星秀美
〈２９００円　高校生以下５００円〉　1５日1時／４時／７時　
1６日1時／４時　他５時／８時開演　王子スタジオ１
	 ※９回

坂本企画
1３日㈭～1７日㈪

「坂本企画２０２０夏の短篇拾」
脚本・演出＝坂本涼平
出演＝中野聡　三浦求　是常祐美　荘司歩美　小野村
優他
〈４５００円〉　1３日６時／８時　1５日11時／３時／６時／８
時　1７日11時／３時／６時　他３時／６時／８時開演　
難波サザンシアター	 ※1５回【大阪】

GORE GORE GIRLS
1３日㈭～1７日㈪

「一重まぶたでごまかせたなら」
脚本・演出＝西山雅之
出演＝木村緩菜　久保雄司　小寺悠介　二宮正晃　幡
美優他
〈３８００円〉　1３日７時３０分　1４日２時３０分／７時３０分　
1５日２時／６時　1６日1時／５時　1７日３時開演　駅前
劇場	 ※８回

わらび座
1４日㈮・1５日㈯

「松浦武四郎～カイ・大地との約束」
脚本・演出＝栗城宏　作曲＝飯島優
出演＝三重野葵　平野進一　森下彰夫　上西郷太　保
坂未来他
〈３７００円　高・大学生３０００円　小・中学生２７００円〉　
1４日２時　1５日1０時３０分開演　仙北市民会館
	 ※２回【秋田】
※当公演は下記にて公演有り。

▼２２日㈯　〈５５００円〉　２時開演　東ソーアリーナ＆遅
筆堂文庫　※1回【山形】

ファントマ
1４日㈮～1６日㈰

「百物語２０２０」
脚本・演出＝伊藤えん魔
出演＝宮都謹次　鈴木洋平　美津乃あわ　田村Ｋ－1　
延命聡子他
〈２５００円〉　1４日３時／７時３０分　1５日２時／６時　1６日
1時／５時開演　ファントマ上本町スタジオ　
	 ※６回【大阪】

浪花グランドロマン
1４日㈮～1６日㈰

「吐息を見つめて」
脚本・演出＝浦部蒼士
出演＝東風ふみ　つげともこ　響音次郎　めり　中谷
仁美他
〈３０００円　大学生・専門学校生２０００円　中高生・６５歳
以上1０００円　小学生以下無料〉　1４日７時３０分　1５日
２時／６時　1６日1２時／４時開演　ウイングフィールド
	 ※５回【大阪】

演劇企画体ツツガムシ
1４日㈮～1６日㈰

「DROP」
脚本＝日向十三　演出＝田中壮太郎
出演＝浜田晃　堺小春　本多新也　吉野容臣　大沼百
合子
〈３５００円〉　1４日７時３０分　1５日２時／７時３０分　1６日1
時／５時開演　雑遊	 ※５回

勝手にユニット　BOYCOTT
1４日㈮～1６日㈰

「たのしそうなお池」
脚本・演出＝坂口弘樹
出演＝真芝尤　山中麻里絵　ピンク地底人５号　仲田
クミ　ヤマナカサヨコ他
〈２０００円　２２歳以下1５００円〉　1６日11時／３時　他３時
／７時開演　人間座スタジオ	 ※６回【京都】

THE CONVOY
1４日㈮～２３日㈰

「ATOM」
脚本・演出＝今村ねずみ
出演＝本田礼生　荒田至法　伊藤壮太郎　バーンズ勇
気　高橋駿一他
〈９８００円〉　1５・1６・２２日1時／６時　1９・２０日２時／７

演劇年鑑 2021



288

擬人化計画向上委員会
1３日㈭～1６日㈰

「どうぶつLINE　２時限目！」
脚本・演出＝擬人化計画向上委員会
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時３０分　1６日1２時／４時　他1時／６時３０分開演　萬
劇場	 ※７回
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1３日㈭～1６日㈰
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脚本・演出＝裕本恭
出演＝ムトコウヨウ　星秀美
〈２９００円　高校生以下５００円〉　1５日1時／４時／７時　
1６日1時／４時　他５時／８時開演　王子スタジオ１
	 ※９回

坂本企画
1３日㈭～1７日㈪

「坂本企画２０２０夏の短篇拾」
脚本・演出＝坂本涼平
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時　1７日11時／３時／６時　他３時／６時／８時開演　
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美優他
〈３８００円〉　1３日７時３０分　1４日２時３０分／７時３０分　
1５日２時／６時　1６日1時／５時　1７日３時開演　駅前
劇場	 ※８回

わらび座
1４日㈮・1５日㈯

「松浦武四郎～カイ・大地との約束」
脚本・演出＝栗城宏　作曲＝飯島優
出演＝三重野葵　平野進一　森下彰夫　上西郷太　保
坂未来他
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1４日２時　1５日1０時３０分開演　仙北市民会館
	 ※２回【秋田】
※当公演は下記にて公演有り。

▼２２日㈯　〈５５００円〉　２時開演　東ソーアリーナ＆遅
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「吐息を見つめて」
脚本・演出＝浦部蒼士
出演＝東風ふみ　つげともこ　響音次郎　めり　中谷
仁美他
〈３０００円　大学生・専門学校生２０００円　中高生・６５歳
以上1０００円　小学生以下無料〉　1４日７時３０分　1５日
２時／６時　1６日1２時／４時開演　ウイングフィールド
	 ※５回【大阪】
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時　２３日1２時／５時　他７時開演　1７日休演　全労済
ホール／スペース・ゼロ	 ※1５回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２９日㈯・３０日㈰　〈９８００円〉　２９日1２時／５時　３０
日1時開演　松下IMPホール　※３回【大阪】

劇団武蔵野ハンバーグ
1５日㈯・1６日㈰

「ドリンクバーの向こう側、やさしいキスをして」
脚本・演出＝高橋一八
出演＝松下世界館　宮ゆい　なみへい　森本浩之　カ
ワ☆ナツ他
〈２２００円〉　1５日３時３０分／６時３０分　1６日２時／５時開
演　シアター7１１	 ※４回

兵庫県立ピッコロ劇団
1５日㈯・1６日㈰

「とっととといてよ！ シャーロック・ホームズ」
脚本＝早船聡　演出＝平井久美子
出演＝金田萌果　橘義　吉村祐樹　三坂賢二郎　木村
美憂他
〈２５００円　高校生以下1５００円〉　1５日３時　1６日11時
開演　東リ・いたみホール（伊丹市立文化会館）大ホー
ル ※２回【兵庫】

札幌座
1５日㈯～２２日㈯

「フレップの花、咲く頃に」
脚本＝山田百次　演出＝斎藤歩
出演＝山田百次　西田薫　熊木志保　竹原圭一　高橋
海妃他
〈３０００円　学生1５００円〉　1５日５時　1７・２０・２1日７時　
他２時開演　かでるホール	 ※８回【北海道】

スペースノットブランク
1５日㈯～２４日㈪

「フィジカル・カタルシス」
脚本＝小野彩加　中澤陽　演出＝出演者たち
出演＝荒木知佳　古賀友樹　花井瑠奈　山口静
〈当日３５００円　３０歳以下・６０歳以上３０００円　1８歳以下
６００円〉　1７・２０日７時３０分　1８・２1・２４日２時３０分　
２３日1時３０分　他５時３０分開演　1９日休演　こまばア
ゴラ劇場	 ※９回

火曜日のゲキジョウ
1８日㈫

「江本真里子一人芝居×謎の女－－－《まなみ》。」
脚本＝二朗松田　演出＝河口仁　脚色・演出＝マナカ
出演＝江本真里子　マナカ

〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

劇団やりたかった
1８日㈫～２３日㈰

「全ての魔女たちへ」
脚本＝かぐやまふたみち　演出＝YammerSunshine
出演＝木下咲希　火山功士　佐々木賢　渡邊彩加　堀
杏理他
〈３８００円〉　1９・２２・２３日２時／７時　他７時開演　参宮
橋TRANCE MISSION	 ※９回

有限会社オレガ
1９日㈬～２1日㈮

「受付」
脚本＝別役実　演出＝大江祥彦
出演＝猪熊恒和　鬼頭典子
〈２０００円　２５歳以下1５００円〉　３時／７時開演　梅ヶ丘
BOX	 ※６回

ミュージカル座
1９日㈬～２３日㈰

「野の花」
脚本＝ハマナカトオル　演出＝中本吉成
出演＝大胡愛恵　花房里枝　清水彩花　山内優花　白
木美貴子他
〈６５００円〉　２1日1時／６時３０分　２２日1時／６時　２３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	 ※８回

南京豆NAMENAME
1９日㈬～２３日㈰

「俺が居ないと世界は平和」
脚本・演出＝河村慎也
出演＝田久保柚香　藤本康平　山根彩　河村慎也
〈３０００円〉　２1日２時／８時　２２日２時／７時　２３日２時　
他８時開演　新宿シアター・ミラクル	 ※７回

萬腹企画
1９日㈬～２３日㈰

「怨霊撲滅屋GRUDGE・BREAKERs」
脚本・演出＝平康臣
出演＝森遼　伊藤佳織　倉田瑠夏　長谷川とわ　碧さ
やか他
〈６５００円〉　1９日７時　２３日1２時／３時３０分　他２時／７
時開演　シアターKASSAI	 ※９回

Nana Produce
1９日㈬～２３日㈰
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「シェア」
脚本＝松本哲也　演出＝寺十吾
出演＝浜谷康幸　松本紀保　瓜生和成　安藤瞳　関口
アナン他
〈５５００円〉　２０・２２日２時／７時　２３日1２時／４時　他７
時開演　ザ・ポケット	 ※８回

ACTOR’S TRIBE ZIPANG
1９日㈬～２３日㈰

「シーボルト父子伝」
脚本＝鳳恵弥　演出＝木村ひさし　村雲龍一
出演＝鳳恵弥　渡辺裕之　塩谷瞬　黒田勇樹　中野裕
理他
〈Ｓ席８０００円　Ａ席６０００円〉　1９日７時　２０日３時／７
時　２1日２時／７時　２２日1２時／３時３０分／７時　２３日
1２時／４時開演　ブディストホール	 ※1０回

アナ伝製作委員会
1９日㈬～２４日㈪

「ウェールズの赤竜～アーサー王伝説～」
脚本＝鈴木哲也　演出＝米山和仁
出演＝一ノ瀬竜　正木郁　高本学　前田隆太朗　畠山
遼他
〈1００００円〉　1９日７時　２２・２３日1２時３０分／５時３０分　
２４日２時　他２時／７時開演　シアターサンモール
	 ※1０回

第六回　あべの歌舞伎「晴の会」
２０日㈭～２３日㈰

「浮世咄一夜仇討」
脚本＝城井十風　演出＝山村友五郎
出演＝片岡松十郎　片岡千壽　片岡千次郎　片岡當吉
郎　片岡りき彌他
〈６０００円　高校生以下1０００円〉　２０日３時／６時　他1２
時／３時／６時開演　近鉄アート館	 ※11回【大阪】

劇団あばば
２０日㈭～２４日㈪

「短編集 ふきだまる」
脚本・演出＝梅木祥平
出演＝安藤安按　石黒陽菜乃　内田啓太　塚原知也　
褚他
〈３０００円〉　２０日７時　２４日３時　 他２時／７時開演　
OFF・OFFシアター	 ※８回

流山児★事務所
２０日㈭～２４日㈪

「寺山修司―過激なる疾走―」

脚本＝高取英　演出＝流山児祥
出演＝伊藤弘子　里美和彦　木暮拓矢　鈴木麻理　山
下直哉他
〈４０００円　学生・演劇養成所生・２５歳以下２５００円　高
校生以下1０００円〉　２０・２1日７時　他２時開演　ザ・ス
ズナリ	 ※５回

ステージタイガー
２1日㈮～２３日㈰

「MATCH」
脚本・演出＝虎本剛
出演＝小野愛寿香　白井宏幸　鍋海光　谷屋俊輔　南
由希恵他
〈４５００円　４０００円〉　２1日２時／７時３０分　２２日２時／７
時　２３日1時／５時開演　in→dependent theatre 
２nd	 ※６回【大阪】

東京夜光
２1日㈮～３０日㈰

「BLACK OUT―くらやみで歩きまわる人々とその周辺―」
脚本・演出＝川名幸宏
出演＝丸山港都　東谷英人　大内唯　東澤有香　砂田
桃子他
〈３５００円　２５歳以下２５００円　 高校生以下1５００円〉　
２２・２９日２時／６時　２３・３０日２時　２６日２時／７時３０
分　他７時３０分開演　２４日休演　三鷹市芸術文化セン
ター 星のホール	 ※1２回

ことのはbox
２２日㈯～３０日㈰

「楽屋―流れ去るものはやがてなつかしき―」
脚本＝清水邦夫　演出＝岡崎良彦　吉川尚志　酒井菜
月　原田直樹
出演＝田中結　田中菜々　箕輪菜穂江　神原晶　こも
だまり他
〈４０００円〉　２４・２９日1２時／２時３０分／５時／７時３０分　
２５・２６日２時３０分／７時３０分　２７・２８日２時３０分／５時
／７時３０分　３０日２時３０分／５時　他５時／７時３０分開
演　シアター風姿花伝	 ※２４回

LIVEDOG GIRLS公演
２２日㈯～３０日㈰

「LOCKDOWN」
脚本・演出＝岡本貴也
出演＝柳ゆり菜　和田瞳　中村守里　佐々木春穂　さ
くら他
〈Ｓ席７５００円　Ａ席６３００円　学生３８００円〉　２４・２６日７
時　２５・２７・２８日２時／７時　３０日1２時／４時　他1時
／６時開演　新宿村LIVE	 ※1６回
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第六回　あべの歌舞伎「晴の会」
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「浮世咄一夜仇討」
脚本＝城井十風　演出＝山村友五郎
出演＝片岡松十郎　片岡千壽　片岡千次郎　片岡當吉
郎　片岡りき彌他
〈６０００円　高校生以下1０００円〉　２０日３時／６時　他1２
時／３時／６時開演　近鉄アート館	 ※11回【大阪】

劇団あばば
２０日㈭～２４日㈪

「短編集 ふきだまる」
脚本・演出＝梅木祥平
出演＝安藤安按　石黒陽菜乃　内田啓太　塚原知也　
褚他
〈３０００円〉　２０日７時　２４日３時　 他２時／７時開演　
OFF・OFFシアター	 ※８回

流山児★事務所
２０日㈭～２４日㈪

「寺山修司―過激なる疾走―」

脚本＝高取英　演出＝流山児祥
出演＝伊藤弘子　里美和彦　木暮拓矢　鈴木麻理　山
下直哉他
〈４０００円　学生・演劇養成所生・２５歳以下２５００円　高
校生以下1０００円〉　２０・２1日７時　他２時開演　ザ・ス
ズナリ	 ※５回

ステージタイガー
２1日㈮～２３日㈰

「MATCH」
脚本・演出＝虎本剛
出演＝小野愛寿香　白井宏幸　鍋海光　谷屋俊輔　南
由希恵他
〈４５００円　４０００円〉　２1日２時／７時３０分　２２日２時／７
時　２３日1時／５時開演　in→dependent theatre 
２nd	 ※６回【大阪】

東京夜光
２1日㈮～３０日㈰

「BLACK OUT―くらやみで歩きまわる人々とその周辺―」
脚本・演出＝川名幸宏
出演＝丸山港都　東谷英人　大内唯　東澤有香　砂田
桃子他
〈３５００円　２５歳以下２５００円　 高校生以下1５００円〉　
２２・２９日２時／６時　２３・３０日２時　２６日２時／７時３０
分　他７時３０分開演　２４日休演　三鷹市芸術文化セン
ター 星のホール	 ※1２回

ことのはbox
２２日㈯～３０日㈰

「楽屋―流れ去るものはやがてなつかしき―」
脚本＝清水邦夫　演出＝岡崎良彦　吉川尚志　酒井菜
月　原田直樹
出演＝田中結　田中菜々　箕輪菜穂江　神原晶　こも
だまり他
〈４０００円〉　２４・２９日1２時／２時３０分／５時／７時３０分　
２５・２６日２時３０分／７時３０分　２７・２８日２時３０分／５時
／７時３０分　３０日２時３０分／５時　他５時／７時３０分開
演　シアター風姿花伝	 ※２４回

LIVEDOG GIRLS公演
２２日㈯～３０日㈰

「LOCKDOWN」
脚本・演出＝岡本貴也
出演＝柳ゆり菜　和田瞳　中村守里　佐々木春穂　さ
くら他
〈Ｓ席７５００円　Ａ席６３００円　学生３８００円〉　２４・２６日７
時　２５・２７・２８日２時／７時　３０日1２時／４時　他1時
／６時開演　新宿村LIVE	 ※1６回
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劇団虚幻癖
２５日㈫～３０日㈰

「霧とクチナシ」
脚本・演出＝島岡昌平
出演＝小山蓮司　三井伸介　井家久美子　森山光治良　
春野遼子他
〈３８００円〉　２８・２９日２時／７時　３０日1時／５時　他７
時開演　ステージカフェ下北沢亭	 ※９回

ミュージカル座
２６日㈬～３1日㈪

「コンチェルト」
脚本＝ハマナカトオル　演出＝高橋咲　作曲＝山口琇
也
出演＝錦海里　奥田龍平　本間隆展　林幸那　吉良茉
由子他
〈４５００円〉　２９日1２時／３時３０分／７時　３０日1時／５時　
３1日1時　他６時３０分開演　中目黒キンケロ・シア
ター	 ※９回

Sun–mallstudio produce
２６日㈬～３1日㈪

「Crime―２nd―～贖罪編～」
脚本＝藤﨑麻里　演出＝吉田康一　脚本・演出＝鮒田
直也　高橋いさを
出演＝谷仲恵輔　井内勇希　石井舞　内海詩野　宇鉄
菊三他
〈４０００円　オンライン生配信２０００円〉　２８日２時３０分／
７時３０分　２９・３０日1時／６時　３1日２時３０分　他７時
３０分開演　サンモールスタジオ	 ※９回

株式会社Thavman
２６日㈬～３1日㈪

「三学演義～“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！～」
脚本＝井川楊枝　演出＝小森章
出演＝西村美咲　池田明日香　太田麻衣　石井未来　
桜井理衣他
〈Ｓ席６５００円　Ａ席５５００円〉　２６日７時　２９・３０日1時
／６時　３1日２時　他２時／７時開演　ザ・ポケット
	 ※1０回

劇団花鳥風月
２７日㈭～３０日㈰

「天国の私書箱」
脚本・演出＝山内大典
出演＝佐藤匡　植松りか　清水マリ　秋津今日子　神
堂よわ他
〈４０００円〉　２９日1時／６時　３０日11時／３時　他２時／

７時開演　シアターKASSAI	 ※８回

劇団カンタービレ
２７日㈭～３1日㈪

「夏の終わりに…２０２０」
脚本・演出＝渡辺勝巳
出演＝ひたたら　宮坂公子　三沼千晶　翔那　村木華
子他
〈４０００円〉　２７日７時　２８日２時／７時　３1日２時　他1
時３０分／６時開演　ウッディシアター中目黒	 ※８回

BALBOLABO
２８日㈮～３０日㈰

「テノヒラサイズの人生大車輪２０２０」
脚本・演出＝オカモト國ヒコ
出演＝井路端健一　河野奈々帆　田北良平　西分綾香　
西村こころ他
〈５５００円〉　２８日７時　２９日1２時／３時３０分／７時　３０
日1時／５時開演　HEP HALL	 ※６回【大阪】

彗星マジック
２８日㈮～３０日㈰

「アルバート、はなして」
脚本・演出＝勝山修平
出演＝浅雛拓　池山ユラリ　石畑達哉　立花裕介　中
川浩六他
〈３３００円　学生1５００円〉　２８日７時３０分　２９日２時／７
時３０分　３０日11時／３時開演　in→dependent the
atre ２nd	 ※５回【大阪】

チエノミ
２８日㈮～３０日㈰

「湖国への約束」
脚本・演出＝望月清一郎
出演＝内山智絵　田中千佳子
〈３５００円　生配信２０００円〉　２８日８時　他1時／６時開
演　高円寺K’sスタジオ【本館】	 ※５回

ポケット企画
２８日㈮～３０日㈰

「ツチノコポッド」
脚本・演出＝きくぞう
出演＝三瓶竜大　佐藤智子　吉田侑樹　きくぞう
〈２５００円　２２才以下1５００円　高校生以下５００円〉　２８日
８時　２９日２時／８時　３０日1時／５時開演　扇谷記念
スタジオ・シアターZOO	 ※５回【北海道】

兵庫県立芸術文化センター　朗読劇
２９日㈯

演劇年鑑 2021



292

「大好きなお母さんへ―冷蔵庫のうえの人生―」
脚本＝アリス・カイパース　演出＝須藤黄英
出演＝水夏希　土井ケイト
〈７０００円〉　1時／５時開演　兵庫県立芸術文化セン
ター・中ホール	 ※２回【兵庫】

劇団十六色
２９日㈯・３０日㈰

「Emergency―金と女とときどき桃―」
脚本＝森川剛行　演出＝大井津奈々
出演＝岩崎朋子　小林千鶴　田頭杏津　寺次優朔　中
野大樹他
〈２０００円〉　２９日７時　３０日1時／３時３０分開演　OVAL 
THEATER & GALLERY	 ※３回【大阪】

劇団１２０◯EN
２９日㈯・３０日㈰

「信夫狐の鴨左衛門」
脚本・演出＝清野和也
出演＝国井沙也加　霜山亜美　佐川翔　本田真也　史
香
〈無料〉　２９日11時／２時　３０日11時開演　福島テルサ
	 ※３回【福島】

鯛プロジェクト
２９日㈯～３1日㈪

「擬鯛」
脚本・演出＝西永貴文
出演＝花井祥平　中西広和　田井弘子
〈３０００円　ライブ配信２０００円〉　２９日７時　３０日1時／
４時／７時　３1日４時／７時開演　新宿スターフィール
ド	 ※６回

DANCETERIA–ANNEX
２９日㈯～９月1日㈫

「Killing Moon」
脚本・演出＝澤村みゆき
出演＝GOHIRISWATANABE　山本雅也　寺田ゆな　
石賀淳志　佐々木隼他
〈４０００円〉　２９日３時／７時　３０日２時／６時　他７時３０
分開演　WAKABACHO WHARF 若葉町ウォーフ　
	 ※６回（５回／1回）【神奈川】

東京ナイフ
２９日㈯～９月２日㈬

「豆腐屋アコチャン」
脚本・演出＝内田誠
出演＝渡部美和　水野明子　林裕司　鴨崎信幸　富田
文乃他

〈３０００円　６０歳以上２５００円　ライブ配信　1８００円〉　
３０日２時　２日1２時３０分／４時　他２時／７時開演　小
劇場てあとるらぽう	 ※９回（５回／４回）

ミュージカル『刀剣乱舞』
２９日㈯～９月６日㈰

「髭切膝丸 双騎出陣 ２０２０～SOGA～」
脚本＝御笠ノ忠次　演出＝茅野イサム
出演＝三浦宏規　高野洸　丸川敬之　笹原英作　西岡
寛修他
〈９５００円〉　1・３・４日６時３０分　他1時／６時３０分開演　
３1日休演　アルカイックホール　
	 ※1２回（４回／８回）【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼９月２７日㈰～1０月11日㈰　〈９５００円〉　２８・３０・２・
６・８・９日６時３０分　他1時／６時３０分開演　２９・５日
休演　舞浜アンフィシアター　※２０回（４回／1６回）
【千葉】

《9月》

リブレセン
1日㈫～６日㈰

「はじまりのうたが聞こえる」
脚本＝古林広志　演出＝松戸俊二
出演＝良田麻美　水野里香　川端さくら　中垣みな　
那須野恵他
〈４０００円　学生３５００円〉　３・５日２時／７時　６日２時　
他７時開演　日本聖書神学校・礼拝堂	 ※８回

劇団スクランブル
２日㈬・３日㈭

「King of Mask」
脚本・演出＝坪井俊樹
出演＝中根道治　竹内もみ　多田竜也　広木健太　環
ゆら他
〈３５００円　高校生以下２０００円〉　２日５時／８時　３日1２
時／３時開演　スタジオ「HIKARI」	 ※４回【神奈川】

藤原たまえプロデュース
２日㈬～６日㈰

「GIRLS TALK TO THE END」
脚本＝幸野紘子　演出＝藤原珠恵
出演＝阿達由香　小林愛里　塩山みさこ　南波美沙　
はるはる他
〈３５００円〉　５・６日1時／５時　他７時開演　千本桜ホー
ル	 ※７回

制作「山口ちはる」プロデュース

演劇年鑑 2021



292

「大好きなお母さんへ―冷蔵庫のうえの人生―」
脚本＝アリス・カイパース　演出＝須藤黄英
出演＝水夏希　土井ケイト
〈７０００円〉　1時／５時開演　兵庫県立芸術文化セン
ター・中ホール	 ※２回【兵庫】

劇団十六色
２９日㈯・３０日㈰

「Emergency―金と女とときどき桃―」
脚本＝森川剛行　演出＝大井津奈々
出演＝岩崎朋子　小林千鶴　田頭杏津　寺次優朔　中
野大樹他
〈２０００円〉　２９日７時　３０日1時／３時３０分開演　OVAL 
THEATER & GALLERY	 ※３回【大阪】

劇団１２０◯EN
２９日㈯・３０日㈰

「信夫狐の鴨左衛門」
脚本・演出＝清野和也
出演＝国井沙也加　霜山亜美　佐川翔　本田真也　史
香
〈無料〉　２９日11時／２時　３０日11時開演　福島テルサ
	 ※３回【福島】

鯛プロジェクト
２９日㈯～３1日㈪

「擬鯛」
脚本・演出＝西永貴文
出演＝花井祥平　中西広和　田井弘子
〈３０００円　ライブ配信２０００円〉　２９日７時　３０日1時／
４時／７時　３1日４時／７時開演　新宿スターフィール
ド	 ※６回

DANCETERIA–ANNEX
２９日㈯～９月1日㈫

「Killing Moon」
脚本・演出＝澤村みゆき
出演＝GOHIRISWATANABE　山本雅也　寺田ゆな　
石賀淳志　佐々木隼他
〈４０００円〉　２９日３時／７時　３０日２時／６時　他７時３０
分開演　WAKABACHO WHARF 若葉町ウォーフ　
	 ※６回（５回／1回）【神奈川】

東京ナイフ
２９日㈯～９月２日㈬

「豆腐屋アコチャン」
脚本・演出＝内田誠
出演＝渡部美和　水野明子　林裕司　鴨崎信幸　富田
文乃他

〈３０００円　６０歳以上２５００円　ライブ配信　1８００円〉　
３０日２時　２日1２時３０分／４時　他２時／７時開演　小
劇場てあとるらぽう	 ※９回（５回／４回）

ミュージカル『刀剣乱舞』
２９日㈯～９月６日㈰

「髭切膝丸 双騎出陣 ２０２０～SOGA～」
脚本＝御笠ノ忠次　演出＝茅野イサム
出演＝三浦宏規　高野洸　丸川敬之　笹原英作　西岡
寛修他
〈９５００円〉　1・３・４日６時３０分　他1時／６時３０分開演　
３1日休演　アルカイックホール　
	 ※1２回（４回／８回）【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼９月２７日㈰～1０月11日㈰　〈９５００円〉　２８・３０・２・
６・８・９日６時３０分　他1時／６時３０分開演　２９・５日
休演　舞浜アンフィシアター　※２０回（４回／1６回）
【千葉】

《9月》

リブレセン
1日㈫～６日㈰

「はじまりのうたが聞こえる」
脚本＝古林広志　演出＝松戸俊二
出演＝良田麻美　水野里香　川端さくら　中垣みな　
那須野恵他
〈４０００円　学生３５００円〉　３・５日２時／７時　６日２時　
他７時開演　日本聖書神学校・礼拝堂	 ※８回

劇団スクランブル
２日㈬・３日㈭

「King of Mask」
脚本・演出＝坪井俊樹
出演＝中根道治　竹内もみ　多田竜也　広木健太　環
ゆら他
〈３５００円　高校生以下２０００円〉　２日５時／８時　３日1２
時／３時開演　スタジオ「HIKARI」	 ※４回【神奈川】

藤原たまえプロデュース
２日㈬～６日㈰

「GIRLS TALK TO THE END」
脚本＝幸野紘子　演出＝藤原珠恵
出演＝阿達由香　小林愛里　塩山みさこ　南波美沙　
はるはる他
〈３５００円〉　５・６日1時／５時　他７時開演　千本桜ホー
ル	 ※７回

制作「山口ちはる」プロデュース

293

２日㈬～６日㈰
「FANTASY WORLD？」
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またはブライアン
２日㈬～６日㈰
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日1時　他1時／７時３０分開演　OFF・OFFシアター
	 ※９回

劇団NLT
２日㈬～６日㈰

「オウムとにわとり」
脚本＝ロベール・トマ　演出＝川端槇二
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Daisy times produce
２日㈬～６日㈰
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〈５８００円　４８００円〉　４日７時　６日1２時３０分／４時３０分　
他２時／７時開演　萬劇場	 ※９回

TOKYO PLAYERS COLLECTION
２日㈬～７日㈪

「IN HER TWENTIES ２０２０」
脚本・演出＝上野友之
出演＝谷川清夏　小島あすみ　堀口紗奈　佐藤美輝　
榎木さりな他
〈４０００円　1０代1０００円〉　２日２時／７時　３日５時／８時　
４日８時　５日1時／４時／７時　６日11時／２時　７日1
時／４時開演　シアター風姿花伝	 ※1２回

毛皮族
２日㈬～７日㈪

「あのコのDANCE」
脚本・演出＝毛皮族
出演＝高山のえみ　遠藤留奈　間瀬奈都美　石井エリ
カ　松之木天辺他
〈４０００円〉　５・７日３時／８時　６日４時　 他８時開演　
ザ・スズナリ	 ※８回

劇団土竜
３日㈭～６日㈰

「Sincerity」
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出演＝木暮淳　茅原衣里　伊能努　小川惇貴　海徳桃
代他
〈５０００円　学生３０００円〉　３日７時　４日２時／７時　５日
1時／６時　６日1時／５時開演　一心寺シアター倶楽
	 ※７回【大阪】

劇団ヘロヘロQカムパニー【無観客配信】
３日㈭～６日㈰

「ヘロヘロ大パニック　バレルナキケン with コロナ」
脚本＝伊福部崇　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
〈４２００円〉　３日３時／７時　６日1２時／４時　他11時３０
分／３時３０分／７時３０分開演　全労済ホール／スペー
ス・ゼロ	 ※1０回

ワイルドバンチ演劇団
３日㈭～７日㈪

「鳥籠の城」
脚本＝草葉野陰之丞　演出＝古田龍
出演＝鈴原ちな　下田望　塚本圭　北尾美祐　椎名恭
子他
〈４０００円　学生３０００円〉　５・６日1時３０分／６時３０分　
７日1時３０分　他６時３０分開演　ザムザ阿佐谷	 ※７回

Kawai Project
４日㈮～６日㈰

「『リア王』リーディング公演」
脚本＝ウィリアム・シェイクスピア　演出＝河合祥一
郎
出演＝高山春夫　西岡未央　田村彩絵　山崎薫　チョ
ウヨンホ他
〈３５００円〉　６日２時　他２時／６時開演　高円寺K’sス
タジオ【本館】	 ※５回

あひるなんちゃら全公演有料ライブ配信公演
４日㈮～８日㈫

「畳子力学」
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脚本・演出＝関村俊介
出演＝根津茂尚　篠本美帆　石澤美和　木村はるか　
平川はる香他
〈1０００円〉　５日３時／７時　６日２時／６時　７日３時／７
時３０分　他７時３０分開演　駅前劇場	 ※８回

劇団献身
４日㈮～1３日㈰

「知ラン・アンド・ガン！」
脚本・演出＝奥村徹也
出演＝納葉　加瀬澤拓未　木村圭介　渋谷成増　浅見
紘至他
〈３５００円　高校生以下1０００円〉　５・1２日２時／６時　
６・９・1３日２時　他７時３０分開演　７日休演　三鷹市芸
術文化センター 星のホール	 ※11回

劇団俳優座
４日㈮～２０日㈰

「心の嘘」
脚本＝サム・シェパード　演出＝眞鍋卓嗣
出演＝加藤佳男　松本潤子　斉藤深雪　安藤みどり　
志村史人他
〈５５００円　学生３８５０円　６５歳以上４８００円　ハンディ
キャップ席３３００円〉　４・７・1０・1４日７時　1２日11時
／４時　1７日1時３０分／７時　他1時３０分開演　劇団俳
優座5F稽古場	 ※1９回

新宿シアター･ミラクル
５日㈯

「川口知夏のエチュードやってみよう！」
脚本・演出＝川口知夏
出演＝梅﨑信一　川口知夏　野村亮太　まりな　目崎
剛他
〈1３００円〉　７時開演　新宿シアター・ミラクル	 ※1回

安住の地film 上映イベント
５日㈯・６日㈰

「２０２０ みんなの春をやり直す」
脚本＝岡本昌也　私道かぴ　演出＝安住の地
出演＝中村彩乃　森脇康貴　日下七海　にさわまほ　
山下裕英他
〈２０００円　学生1２００円〉　５日５時／７時５５分　６日11時
／1時５０分開演　シアターセブン	 ※４回【大阪】

大陸窃盗団
５日㈯・６日㈰

「屠る―HOFURU―」
脚本・演出＝だるままどか
出演＝山本拓平　鈴木ぱんだ　C–ma.Mia　南朋子　

岡田萌生他
〈３５００円〉　５日４時３０分／８時　６日1時３０分／４時／７
時開演　Rumah Borneo	 ※５回【大阪】

劇団風蝕異人街　三木美智代ひとり芝居
５日㈯・６日㈰

「業火GOUKA」
脚本・演出＝こしばきこう
出演＝三木美智代他
〈３３００円　２５歳以下２０００円〉　５日３時／７時　６日２時
／６時開演　扇谷記念スタジオ・シアターZOO
	 ※４回【北海道】

Voyantroupe
７日㈪～1３日㈰

「キョ×ンシー」
脚本・演出＝宇野正玖
出演＝平良和義　渡辺一人　井口ジョージ　石田輝　
植松俊他
〈３８００円〉　９・1２日２時／７時　1３日1時／４時３０分　
他７時開演　阿佐ヶ谷アルシェ	 ※1０回

E–Stage Topia
８日㈫～1３日㈰

「オオナムチ」
脚本＝細川博司　演出＝平良
出演＝網代将悟　神村風子　日和ゆず　あさおか倖　
原唯優子他
〈９０００円　６０００円〉　1２日1時／６時　1３日1時／５時　
他２時／７時開演　テアトルBONBON	 ※1０回

劇団１２０◯EN
９日㈬

「福島夜曲」
脚本・演出＝清野和也
出演＝鈴木優斗　押切ミチル　安達駿希
〈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】

ツツシニウム
９日㈬～1３日㈰

「ツバメの幸福」
脚本・演出＝福地慎太郎
出演＝水崎綾　星璃　織田俊輝　カワモト文明　小島
ことり他
〈６０００円　５０００円〉　11日２時／７時３０分　1２日２時／７
時　1３日1２時／４時　他７時３０分開演　キーノートシ
アター	 ※８回
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★☆北区AKT STAGE×ナイーブスカンパニー
９日㈬～1３日㈰

「ロマンス」「逢瀬川」
脚本＝つかこうへい　演出＝木村明弘　髙橋広大
出演＝宮迫誠　尾崎大陸　井上怜愛　赤羽一馬　池田
大輔他
〈３８００円〉　９日７時　1０日1時／７時　1３日11時／２時
／５時　他1時／４時／７時開演　高田馬場ラビネスト
	 ※1２回

劇団新人会
９日㈬～1３日㈰

動員挿話「弱法師」
脚本＝岸田國士　三島由紀夫　演出＝前田昌明　観世
葉子
出演＝萩原萠　永野和宏　井ノ口勲　片桐千里　神保
麻奈他
〈４５００円　高校生以下３５００円〉　1０・1２日２時／７時　
1３日２時　他７時開演　上野ストアハウス	 ※７回

劇団わたあめ工場
９日㈬～1３日㈰

「ノアノ箱」「Oz–１5２6」
脚本・演出＝小野寺真美
出演＝天音　濱田侑香里　河合国広　卯木祐矢　近野
莉子他
〈Ｓ席６５００円　Ａ席４５００円　Ｂ席３５００円〉　９・1３日４
時　他1時／６時開演　CBGKシブゲキ‼	 ※８回

マルガリータ企画
９日㈬～1３日㈰

「マルガリータピザ２nd CUT」
脚本＝福谷圭祐　蜂巣和紀　松本陽一　演出＝Hiro
ka	Denzy　蜂巣和紀　扇田賢
出演＝森岡悠　藤代海　石田太一　平野勲人　石川志
織他
〈５０００円〉　11・1２日1時／６時　1３日1２時／４時　他２
時／７時開演　新宿シアター・ミラクル	 ※1０回

TOブックス
９日㈬～1３日㈰

「ティアムーン帝国物語 THE STAGE～断頭台から始
まる、姫の転生逆転ストーリー～」
脚本＝西瓜すいか　演出＝篠目ゆき
出演＝平松可奈子　笠原織人　横田陽介　佑太　髙木
聡一朗
〈８０００円　６５００円〉　９日７時　1２日1時／６時　1３日1２
時／４時　他２時／６時３０分開演　新宿村LIVE	 ※９回

義庵
９日㈬～1３日㈰

「審判」
脚本＝バリーコリンズ　演出＝加藤健一
出演＝加藤義宗
〈３５００円〉　９・1０日７時　他２時開演　シアター風姿花
伝	 ※５回

家のカギ
1０日㈭～1３日㈰

「EN―境界との対話―」
脚本・演出＝高村颯志
出演＝坂本七秋　アンディ本山　梅田優作　五十嵐恵
美　中原衣理他
〈３０００円　２０００円〉　1２日２時／４時／６時／８時　1３日
1時／３時／５時／７時　他６時／８時開演　スタジオ空
洞	 ※1２回

劇団皆奏者
1０日㈭～1３日㈰

「流星ワゴン」
脚本＝成井豊　原作＝重松清　演出＝神崎真
出演＝大谷海仁　橘佳輝　森下愛梨　神崎真　清水風
花他
〈３０００円　高校生以下５００円〉　1０日６時　1３日11時３０
分／４時　他1時／６時開演　OVAL THEATER & 
GALLERY	 ※７回

劇団太陽族
11日㈮～1３日㈰

「囚われし女たち」
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２３００円〉　11日７時３０分　1２日３時
３０分／７時３０分　1３日11時３０分／３時３０分開演　AI・
HALL	 ※５回【兵庫】

劇団ユニットWOW!!
11日㈮～1４日㈪

「光陰矢の如し、浮かべよ少年２０２０」
脚本＝長尾ジョージ　演出＝上田一軒
出演＝坂ノ上竜也　花香まち　月之香玲衣　響美沙緒　
上本康義他
〈３８００円〉　11日７時　1２日11時／３時／６時３０分　1３
日11時／２時３０分　1４日1時３０分開演　天満天六・音
太小屋	 ※７回【大阪】

舞台「ぼくらの七日間戦争」製作委員会
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11日㈮～２０日㈰
「ぼくらの七日間戦争」
脚本・演出＝久保田唱
出演＝馬場良馬　沖野晃司　松本岳　志村玲於　友常
勇気他
〈11８００円　９８００円〉　1３・1９日1時／６時３０分　1８日1
時３０分／７時　２０日1時　他７時開演　1２日休演　か
めありリリオホール	 ※1２回

東京No.１親子
11日㈮～２２日㈫

「夜鷹と夜警」
脚本・演出＝福原充則
出演＝安藤聖　村上航　喜多村千尋　佐藤銀平　佐藤
B作
〈４９００円　２９歳以下３０００円〉　11・1５・1６日７時　1９日
４時　他２時開演　ザ・スズナリ	 ※1２回

壁ノ花団
1２日㈯

「ランナウェイ―冒頭―」
脚本・演出＝水沼健
出演＝金替康博　内田淳子　F.ジャパン　松原由希子
〈1０００円〉　1時／５時開演　THEATRE E9 KYOTO　
	 ※２回【京都】

PUYEY
1２日㈯・1３日㈰

「UP」
脚本・演出＝高野桂子
出演＝高野桂子　五島真澄　松永檀
〈２５００円　２２歳以下1５００円　小学生1０００円〉　1２日７
時　1３日11時開演　四天王寺スクエア	 ※２回【三重】

ハグハグ共和国２０周年記念無観客配信公演
1２日㈯・1３日㈰

「いつかのどこかの雫たち　天穹の雫アナザーストー
リー」
脚本・演出＝久光真央
出演＝月野原りん　宇田奈央子　中村和之　窪田悠紀
子　生粋万鈴他
〈２０００円〉　1２日７時３０分　1３日２時開演　萬劇場
	 ※２回

劇団fireworks
1２日㈯・1３日㈰

「在りし日の誘い水」
脚本・演出＝米沢春花
出演＝和泉諒　桐原直幸　橋田恵利香　大谷岱右　塩

谷舞他
〈1５００円〉　1２日２時／５時／８時　1３日1２時／３時／６
時開演　演劇専用小劇場BLOCH	 ※６回【北海道】

南極ゴジラ
1２日㈯・1３日㈰

「贋作ジュラシックパーク」
脚本・演出＝南極ゴジラ
出演＝南極ゴジラ
〈３０００円　２５歳以下２０００円〉　1９日７時　２０日３時／７
時開演　ステージカフェ下北沢亭	 ※３回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２０日㈰・２1日㈪　〈３０００円　２５歳以下２０００円〉　２０
日３時／７時　２1日1時／５時　路地裏実験劇場T-6（テ
シス）　※４回【大阪】

劇団時乃旅人
1２日㈯・1３日㈰

「世にも怪奇な夢物語」
脚本・演出＝たびと
出演＝細川唯　大熊宏　高田晃成　正木健久　御縁あ
い他
〈３５００円〉　1２日２時／６時　1３日1時／５時開演　STA
GE+PLUS	 ※４回【大阪】

ENGISHA THEATER COMPANY
1２日㈯～1４日㈪

「ENGISYA短編戯曲集」
脚本・演出＝大村未童
出演＝大村未童　大竹華　中村なつみ　はる菜　大地
葵他
〈３０００円　web配信２０００円〉　11時／３時／７時開演　
小劇場てあとるらぽう	 ※９回

火曜日のゲキジョウ
1５日㈫

「劇団乱れ桜×空宙空地」
脚本・演出＝napomidori　関戸哲也
出演＝佐野あやめ　斉藤衿花　とだただし　八木航　
夏井奏他
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

なかないで、毒きのこちゃん　配信公演
1５日㈫～1７日㈭

「禍禍ちゃん」
脚本・演出＝鳥皮ささみ
出演＝市川しんぺー　中澤功　未来　植田祥平　吉田
壮辰他
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〈３０００円　２３歳以下２０００円　1８歳以下５００円〉　1５日８
時　1６日３時／８時　1７日３時開演　浅草九劇	 ※４回

プリエール
1５日㈫～２２日㈫

「銀色のライセンス」
脚本・演出＝福島三郎
出演＝竹内都子　中西良太　倉野章子　吉田芽吹　古
今亭菊志ん
〈４８００円　２２歳以下３８００円〉　1７日２時／７時　1９・２０
日２時／６時　２1・２２日２時　他７時開演　テアトル
BONBON	 ※11回

うさぎストライプ
1６日㈬～1８日㈮

「ゴールデンバット」
脚本・演出＝大池容子
出演＝菊池佳南
〈1５００円〉　1６日６時３０分　1７日５時　1８日1０時開演　
江原駅前イベント広場	 ※３回【兵庫】

ブロードウェイ・バウンズ
1６日㈬～２1日㈪

「改訂版・立ち呑みパラダイス～１97０年天満商店街～」
脚本・演出＝山内勉
出演＝氏神一番　山内ツトム　田島ケンタ　永井なお
き　池畑達也他
〈５５００円〉　1８日２時／７時　1９～２1日1時／５時　他７
時開演　シアターグリーン BIG TREE THEATER　
	 ※1０回

劇団アレン座
1６日㈬～２２日㈫

「秘密基地」
脚本・演出＝鈴木茉美
出演＝來河侑希　栗田学武　磯野大　大河内奏至
〈５０００円〉　1９～２1日1時／６時　２２日２時　他７時開演　
1７日休演　花まる学習会王子小劇場	 ※９回

Art–Loving
1６日㈬～２２日㈫

「親の顔が見たい」
脚本＝畑澤聖悟　演出＝まんぼ
出演＝やたろう　西畑まどか　佐山尚　聖香　上村健
太郎他
〈４０００円　学生２０００円　有料オンライン動画鑑賞券３０
００円〉　1６・1７日７時３０分　1８日２時／７時３０分　２０・
２２日２時　他２時／７時開演　APOCシアター
	 ※1０回

ねこMam–MA
1７日㈭

「つくつくぼうし」
脚本・演出＝高倉良文
出演＝斉藤未来　藍田めぐみ　杉田麻由香　吉岡大輔　
有田しんご他
〈４０００円　配信２０００円〉　７時開演　しもきたDAWN
	 ※1回

Pカンパニー
1７日㈭～２1日㈪

「拝啓、衆議院議長様」
脚本＝古川健　演出＝小笠原響
出演＝八柳豪　荻野貴継　林佳代子　渡辺穣　本田次
布他
〈５５００円　６５歳以上４５００円　２５歳以下３５００円〉　1７日
７時　1８日２時／７時　２1日２時　他1時／６時開演　シ
アターグリーン　BOX in BOX THEATER	 ※８回

劇団普通
1８日㈮～２０日㈰

「電話」
脚本・演出＝石黒麻衣
出演＝澤唯　用松亮　小林未歩
〈２８００円　高校生以下1０００円〉　1８日９時　他1時３０分
開演　ワークピア日高	 ※３回【兵庫】

劇団浮浪舎
1８日㈮～２０日㈰

「壊れた夜空」
脚本・演出＝神原くみ子
出演＝安宅由枝　島上亨　棒手原金之助　白峰絹子　
岩井宏行他
〈２５００円〉　1８日７時　1９日２時／７時　２０日２時開演　
Therter Cafe 信天翁	 ※４回【大阪】

LOVE&FAT FACTORY　関口ふで単独公演　ふで
ばこvol.6

1８日㈮～２０日㈰
「ふでの履歴書」
脚本・演出＝ゴブリン串田　友池一彦　斉藤さん　竹
村太吾
出演＝関口ふで
〈４０００円〉　２０日1時／５時　他２時／７時開演　OFF・
OFFシアター	 ※６回

株式会社アイエス・フィールド（Is.Field）
1８日㈮～２２日㈫

「１999年の夏休み ２０２０ver.」
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脚本＝岸田理生　演出＝野口和美
出演＝朝田淳弥　テジュ　砂原健佑　千葉冴太　中嶋
海央他
〈SS席８５００円　S席６５００円　A席４５００円〉　1８日７時　
他1時／５時開演　R’s アートコート	 ※９回

劇団獣申
1８日㈮～２２日㈫

「ボヘミア・スキャンダル」「人間になったイヌ」
脚本・演出＝宮崎誠二
出演＝石川佳典　浅古昌徳　川崎來斗　久場正　近野
奈津緒他
〈３０００円〉　1８日７時　２２日1時／５時　他1時／４時／７
時開演　阿佐ヶ谷アートスペース・プロット	 ※1２回

フリスティエンターテインメント
1８日㈮～２７日㈰

「オペレーションS.H.O.R.T」
脚本＝江戸川崇　演出＝久高将史
出演＝藍菜　はぎのりな　妃野由樹子　木村若菜　白
石彩妃他
〈４０００円〉　1８日４時／７時　他1時／４時／７時　２７日1
時／４時開演　キーノートシアター	 ※1６回

イチニノ
1９日㈯・２０日㈰

「正午～これまでと、これからの、はざまのいま～」
脚本・演出＝前島宏一郎
出演＝荒木みなみ　伊藤舞　梅木彩羽　宍戸輝子　前
島宏一郎他
〈２５００円　1８歳以下1５００円〉　1９日７時　２０日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】

Aramacky Presents
1９日㈯・２０日㈰

「無理ばっかり。」
脚本＝池田美樹　関村俊介　幸田真洋　演出＝荒巻久
登
出演＝後藤香　坪内陽子　岡本ヒロミツ　萩尾ひなこ　
友田宗大他
〈２５００円〉　1９日２時／７時　２０日1２時／６時開演　ぽ
んプラザホール	 ※４回【福岡】

酪農劇団須藤兄弟
1９日㈯～２1日㈪

「喋る牛」
脚本＝須藤健太　演出＝劇団須藤兄弟
出演＝劇団須藤兄弟

〈車1台４０００円〉　６時３０分開演　須藤牧場・ひみつの
舞台	 ※３回【千葉】

五反田団
1９日㈯～２1日㈪

「いきしたい」
脚本・演出＝前田司郎
出演＝岩瀬亮　浅井浩介　谷田部美咲
〈３０００円〉　２1日３時３０分　他７時開演　豊岡市民プラ
ザ・ほっとステージ	 ※３回【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２５日㈮～1０月５日㈪　〈４０００円〉　２６・２７・２９・３０・
２～４日２時３０分／７時３０分　他７時３０分開演　こまば
アゴラ劇場　※1８回（1０回／８回）

中野劇団　短編集
1９日㈯～２２日㈫

「家族会議」
脚本・演出＝中野守
出演＝三条上ル　延命聡子　川原悠　真野絵里　桐山
泰典他
〈３０００円　配信視聴チケット1５００円〉　1９日７時　２０日
1時／４時／７時　２1日２時／７時　２２日11時／３時開演　
in→dependent theatre １st	 ※８回【大阪】

東京軟弱野菜
1９日㈯～２２日㈫

「海底で深呼吸する方法」
脚本・演出＝土肥遼馬
出演＝藤本悠太郎　廣木凛　牧凌平　永井大創
〈３０００円〉　1９日２時／６時　２３日1２時／４時　他11時
／３時／７時開演　SCOOL	 ※1０回

Prayers Studio　オンラインドラマトライアル
1９日㈯～２２日㈫

「いかけしごむ」
脚本＝別役実　演出＝渡部朋彦
出演＝木村香織　香川公利　甲斐祐太郎
〈1０００円〉　1９日６時　２０日1時　２1日６時開演　２２日
ワークショップ　ZOOMオンライン公演	 ※３回

激団リジョロ
1９日㈯～２７日㈰

「Re:organ（リオルガン）」
脚本・演出＝金光仁三
出演＝久井正樹　小中文太　モリタモリオ　櫻井麻七　
松清ふみのり他
〈３８００円　学生２５００円　高校生以下無料〉　２０・２1・
２６日1時／６時　２２日２時　２５日２時／７時　２７日1時　
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脚本＝岸田理生　演出＝野口和美
出演＝朝田淳弥　テジュ　砂原健佑　千葉冴太　中嶋
海央他
〈SS席８５００円　S席６５００円　A席４５００円〉　1８日７時　
他1時／５時開演　R’s アートコート	 ※９回

劇団獣申
1８日㈮～２２日㈫

「ボヘミア・スキャンダル」「人間になったイヌ」
脚本・演出＝宮崎誠二
出演＝石川佳典　浅古昌徳　川崎來斗　久場正　近野
奈津緒他
〈３０００円〉　1８日７時　２２日1時／５時　他1時／４時／７
時開演　阿佐ヶ谷アートスペース・プロット	 ※1２回

フリスティエンターテインメント
1８日㈮～２７日㈰

「オペレーションS.H.O.R.T」
脚本＝江戸川崇　演出＝久高将史
出演＝藍菜　はぎのりな　妃野由樹子　木村若菜　白
石彩妃他
〈４０００円〉　1８日４時／７時　他1時／４時／７時　２７日1
時／４時開演　キーノートシアター	 ※1６回

イチニノ
1９日㈯・２０日㈰

「正午～これまでと、これからの、はざまのいま～」
脚本・演出＝前島宏一郎
出演＝荒木みなみ　伊藤舞　梅木彩羽　宍戸輝子　前
島宏一郎他
〈２５００円　1８歳以下1５００円〉　1９日７時　２０日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】

Aramacky Presents
1９日㈯・２０日㈰

「無理ばっかり。」
脚本＝池田美樹　関村俊介　幸田真洋　演出＝荒巻久
登
出演＝後藤香　坪内陽子　岡本ヒロミツ　萩尾ひなこ　
友田宗大他
〈２５００円〉　1９日２時／７時　２０日1２時／６時開演　ぽ
んプラザホール	 ※４回【福岡】

酪農劇団須藤兄弟
1９日㈯～２1日㈪

「喋る牛」
脚本＝須藤健太　演出＝劇団須藤兄弟
出演＝劇団須藤兄弟

〈車1台４０００円〉　６時３０分開演　須藤牧場・ひみつの
舞台	 ※３回【千葉】

五反田団
1９日㈯～２1日㈪

「いきしたい」
脚本・演出＝前田司郎
出演＝岩瀬亮　浅井浩介　谷田部美咲
〈３０００円〉　２1日３時３０分　他７時開演　豊岡市民プラ
ザ・ほっとステージ	 ※３回【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２５日㈮～1０月５日㈪　〈４０００円〉　２６・２７・２９・３０・
２～４日２時３０分／７時３０分　他７時３０分開演　こまば
アゴラ劇場　※1８回（1０回／８回）

中野劇団　短編集
1９日㈯～２２日㈫

「家族会議」
脚本・演出＝中野守
出演＝三条上ル　延命聡子　川原悠　真野絵里　桐山
泰典他
〈３０００円　配信視聴チケット1５００円〉　1９日７時　２０日
1時／４時／７時　２1日２時／７時　２２日11時／３時開演　
in→dependent theatre １st	 ※８回【大阪】

東京軟弱野菜
1９日㈯～２２日㈫

「海底で深呼吸する方法」
脚本・演出＝土肥遼馬
出演＝藤本悠太郎　廣木凛　牧凌平　永井大創
〈３０００円〉　1９日２時／６時　２３日1２時／４時　他11時
／３時／７時開演　SCOOL	 ※1０回

Prayers Studio　オンラインドラマトライアル
1９日㈯～２２日㈫

「いかけしごむ」
脚本＝別役実　演出＝渡部朋彦
出演＝木村香織　香川公利　甲斐祐太郎
〈1０００円〉　1９日６時　２０日1時　２1日６時開演　２２日
ワークショップ　ZOOMオンライン公演	 ※３回

激団リジョロ
1９日㈯～２７日㈰

「Re:organ（リオルガン）」
脚本・演出＝金光仁三
出演＝久井正樹　小中文太　モリタモリオ　櫻井麻七　
松清ふみのり他
〈３８００円　学生２５００円　高校生以下無料〉　２０・２1・
２６日1時／６時　２２日２時　２５日２時／７時　２７日1時　
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他７時開演　シアターシャイン	 ※1３回

劇団@nDANTE
1９日㈯～２７日㈰

「ハロー、アイザック あるいは 雲母さん家の四姉妹」
脚本・演出＝石川直幸
出演＝益川真由葉　石川未来　古澤志織　小柳風花　
市井優他
〈２０００円〉　２０日７時　２1日1０時３０分／７時　２５日８時
３０分　２６日２時／７時　他２時開演　新潟古町 えんと
つシアター	 ※８回【新潟】

越ヶ谷宿で古典にふれよう実行委員会
２０日㈰

「じょうるりで楽しむ『泣いた赤鬼』」
脚本・演出＝越ヶ谷宿で古典にふれよう実行委員会
出演＝竹本泉大夫　豊澤勝二郎他
〈1０００円　中学生以下無料〉　1時３０分／３時３０分開演　
越ケ谷宿のはかり屋	 ※２回【埼玉】

野生児童　配信型演劇・トークイベント
２０日㈰・２1日㈪

「渇愛の果て、」
脚本・演出＝有田あん
出演＝小原徳子　瑞生桜子　藤原咲恵　鍛冶本大樹　
輝有子他
〈２５００円〉　２０日1時／７時　２1日1時／６時開演　浅草
九劇	 ※４回

Contondo
２０日㈰・２1日㈪

「屋上の父帰る」
脚本＝菊池寛「屋上の狂人」「父帰る」　上演台本＝いば
正人　演出＝紺野ぶどう
出演＝池川タカキヨ　石川信子　河元ケンヂ　常祐美　
ザキ有馬他
〈1８００円〉　２０日５時　２1日1２時／３時開演　大阪市立
芸術創造館	 ※３回【大阪】

笑の内閣
２０日㈰～２２日㈫

「東京ご臨終～インパール２０２０+１～」
脚本・演出＝高間響
出演＝熊谷みずほ　髭だるマン　西分綾香　和泉聡一
郎　由良真介他
〈３０００円　高校生以下５００円〉　２０日７時　２1日1時／７
時　２２日11時／４時３０分開演　THEATRE E9 KYOTO
 ※５回【京都】

Studio Life（スタジオライフ）
２０日㈰～1０月４日㈰

「バタフライはフリー」
脚本＝レオナルド・ガーシュ　訳＝黒田絵美子　演出
＝倉田淳
出演＝伊藤清之　宮崎卓真　曽世海司　大村浩司
〈５０００円　学生３０００円　高校生以下２０００円〉　２４・
２９・1・２日７時　２５・２７・３０・４日1時　２６・３日1時
／６時　他３時開演　２３・２８日休演　ウエストエンド
スタジオ	 ※1５回（1０回／５回）

遅咲会
２1日㈪～２７日㈰

「偉人ちゃん２０２０～本能寺が変！～」
脚本・演出＝福井しゅんや
出演＝中川ミコ　大柿誠　菊田貴公　太田純平　真僖
祐梨他
〈５０００円〉　２４・２５日７時３０分　２７日1２時／４時　他1
時／６時開演　２３日休演　コフレリオ・新宿シアター
	 ※1０回

THE BORDERS
２２日㈫～２４日㈭

「THE BORDERS」
脚本・演出＝にしめゆうと
出演＝にしめゆうと　上野陽立　小川敏輝
〈無料〉　６時開演　OFF・OFFシアター（無観客開
催・Youtube公開）	 ※３回

朝倉薫プロデュース・ガールズハイパーミュージカル
２２日㈫～２７日㈰

「ニューヨークの魔女」
脚本・演出＝朝倉薫　脚本＝麻草郁
出演＝永野希　山木コハル　中森羽音　工藤萌香　朝
日奈りず他
〈S席８８００円　A席５８００円〉　２４・２５日２時／７時　２６・
２７日1時／５時　他７時開演　シアターブラッツ
	 ※1０回

MOV!C
２３日㈬

「親愛なるエヴァン・ハンセンへ」
脚本・演出＝MOV!C
出演＝鈴木大菜　伊東ゴメ　東璃音　米澤賢人　七星
海咲他
〈無料〉　６時３０分開演　北とぴあ・ペガサスホール　
	 ※1回

クリム＝カルム
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２３日㈬～２５日㈮
「ロミオとジュリエット＝断々罪」
脚本＝西荻小虎　演出＝sola
出演＝大島朋恵　小沼枝里子　川原翔　稲葉葉二　田
中健士他
〈３８００円　高校生以下無料〉　２３日３時／７時　２４日1
時／７時　２５日1時／５時開演　スタジオ「HIKARI」　
	 ※６回【神奈川】

ライオン・パーマ
２３日㈬～２７日㈰

「私たちは全力でホラーに挑みます！」
脚本・演出＝チャー・アズナブル
出演＝加藤岳仁　樺沢崇　室谷靖　鈴木マコト　草野
智之他
〈４０００円　学生２０００円　高校生以下1０００円〉　２５日２時
／７時３０分　２６日２時／７時　２７日３時　他７時３０分開
演　駅前劇場	 ※７回

東京演劇アンサンブル　こどもの劇場
２３日㈬～２７日㈰

「おじいちゃんの口笛」
脚本＝広渡常敏　演出＝三木元太
出演＝浅井純彦　永野愛理　山崎智子　奈須弘子　仙
石貴久江
〈４０００円〉　２６・２７日11時／３時　他７時開演　シア
ターグリーン　BOX in BOX THEATER	 ※７回

舞台「晦冥のソナタ」製作委員会
２４日㈭～２７日㈰

「晦冥のソナタ」
脚本＝鶴川里香　演出＝神山一郎
出演＝廣畑慎之介　カラスマシュウ　来島孝汰　みな
み桜　小波来桜他
〈Ｓ席７３００円　Ａ席６３００円〉　２４日６時３０分　２５日２時
／７時　２６日11時３０分／３時／７時　２７日1２時／４時開
演　ザ・ポケット	 ※８回

「欠点」
２４日㈭～２７日㈰

「２作目が書けない。」
脚本・演出＝赤田耕哉
出演＝赤田耕哉　三宅彗太　安田和史　笹俣香名　佐
藤仁美他
〈３８００円〉　２４日７時　２７日３時　他２時３０分／７時開演　
シアター7１１	 ※６回

学園座（YouTubeにてリアルタイムライブ配信）
２５日㈮・２６日㈯

「火男の火」
脚本＝原田宗典　演出＝麦芽むぎめ
出演＝学園座
〈無料〉　２時開演　関西大学内KUシンフォニーホー
ル	 ※２回【大阪】

プロジェクト・１
２５日㈮・２６日㈯

「ノルマ」
脚本＝星野利晴　演出＝冨澤十万喜
出演＝冨澤十万喜　太田朱香　加藤亜実　羽根光祐　
福原聖子他
〈３０００円〉　７時開演　新宿スターフィールド	 ※２回

カンパニーデラシネラ
２５日㈮・２６日㈯

「ドン・キホーテ」
脚本＝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
〈３５００円〉　２５日７時　２６日２時開演　山口情報芸術セ
ンター・スタジオA	 ※２回【山口】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1０月1０日㈯　〈３０００円　小学生以下1０００円　車椅子
席1５００円〉　３時／６時開演　都城市総合文化ホール　
※２回【宮崎】　▼1２月1２日㈯　〈1５００円　高校生以下８
００円〉　11時／３時開演　グリーンホール相模大野　
※２回【神奈川】　▼２０２1年1月1７日㈰　〈３０００円　２５
歳以下２０００円　小学生以下（４歳～小学生）1０００円〉　
11時／３時開演　りゅーとぴあ劇場　※２回【新潟】

株式会社エーシーオー沖縄
２５日㈮～２７日㈰

「島口説（しまくどぅち）」
脚本＝謝名元慶福　演出＝藤井ごう
出演＝城間やよい　知花小百合　平良大
〈５０００円　３０歳以下３５００円　中高生1５００円〉　２５日７
時　２６日２時／７時　２７日２時開演　青年劇場スタジオ
結（YUI）	 ※４回

三条会
２５日㈮～２７日㈰

「サド侯爵夫人」
脚本＝三島由紀夫　演出＝関美能留
出演＝大倉マヤ　大谷ひかる　門田寛生　立崎真紀子　
トキコ他
〈６０００円〉　３時開演　ザ・スズナリ	 ※３回

いしくらけんしろうとかっぱ3兄弟

演劇年鑑 2021



300

２３日㈬～２５日㈮
「ロミオとジュリエット＝断々罪」
脚本＝西荻小虎　演出＝sola
出演＝大島朋恵　小沼枝里子　川原翔　稲葉葉二　田
中健士他
〈３８００円　高校生以下無料〉　２３日３時／７時　２４日1
時／７時　２５日1時／５時開演　スタジオ「HIKARI」　
	 ※６回【神奈川】

ライオン・パーマ
２３日㈬～２７日㈰

「私たちは全力でホラーに挑みます！」
脚本・演出＝チャー・アズナブル
出演＝加藤岳仁　樺沢崇　室谷靖　鈴木マコト　草野
智之他
〈４０００円　学生２０００円　高校生以下1０００円〉　２５日２時
／７時３０分　２６日２時／７時　２７日３時　他７時３０分開
演　駅前劇場	 ※７回

東京演劇アンサンブル　こどもの劇場
２３日㈬～２７日㈰

「おじいちゃんの口笛」
脚本＝広渡常敏　演出＝三木元太
出演＝浅井純彦　永野愛理　山崎智子　奈須弘子　仙
石貴久江
〈４０００円〉　２６・２７日11時／３時　他７時開演　シア
ターグリーン　BOX in BOX THEATER	 ※７回

舞台「晦冥のソナタ」製作委員会
２４日㈭～２７日㈰

「晦冥のソナタ」
脚本＝鶴川里香　演出＝神山一郎
出演＝廣畑慎之介　カラスマシュウ　来島孝汰　みな
み桜　小波来桜他
〈Ｓ席７３００円　Ａ席６３００円〉　２４日６時３０分　２５日２時
／７時　２６日11時３０分／３時／７時　２７日1２時／４時開
演　ザ・ポケット	 ※８回

「欠点」
２４日㈭～２７日㈰

「２作目が書けない。」
脚本・演出＝赤田耕哉
出演＝赤田耕哉　三宅彗太　安田和史　笹俣香名　佐
藤仁美他
〈３８００円〉　２４日７時　２７日３時　他２時３０分／７時開演　
シアター7１１	 ※６回

学園座（YouTubeにてリアルタイムライブ配信）
２５日㈮・２６日㈯

「火男の火」
脚本＝原田宗典　演出＝麦芽むぎめ
出演＝学園座
〈無料〉　２時開演　関西大学内KUシンフォニーホー
ル	 ※２回【大阪】

プロジェクト・１
２５日㈮・２６日㈯

「ノルマ」
脚本＝星野利晴　演出＝冨澤十万喜
出演＝冨澤十万喜　太田朱香　加藤亜実　羽根光祐　
福原聖子他
〈３０００円〉　７時開演　新宿スターフィールド	 ※２回

カンパニーデラシネラ
２５日㈮・２６日㈯

「ドン・キホーテ」
脚本＝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
〈３５００円〉　２５日７時　２６日２時開演　山口情報芸術セ
ンター・スタジオA	 ※２回【山口】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1０月1０日㈯　〈３０００円　小学生以下1０００円　車椅子
席1５００円〉　３時／６時開演　都城市総合文化ホール　
※２回【宮崎】　▼1２月1２日㈯　〈1５００円　高校生以下８
００円〉　11時／３時開演　グリーンホール相模大野　
※２回【神奈川】　▼２０２1年1月1７日㈰　〈３０００円　２５
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２５日㈮～２７日㈰

「島口説（しまくどぅち）」
脚本＝謝名元慶福　演出＝藤井ごう
出演＝城間やよい　知花小百合　平良大
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三条会
２５日㈮～２７日㈰
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脚本＝三島由紀夫　演出＝関美能留
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〈６０００円〉　３時開演　ザ・スズナリ	 ※３回
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２５日㈮～２７日㈰
「OVER CHAIN」
脚本・演出＝いしくらけんしろうとかっぱ３兄弟
出演＝石倉研史郎　ガンダーラ藤村　井上貴宏　佐藤
拓実
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２７日1時／５時　他７時開演　アトリエ戯座
	 ※６回【福岡】

PLAY/GROUND Creation
２５日㈮～1０月1日㈭
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	 ※1回【大阪】

花まる学習会王子小劇場「のろし」シリーズ　第二弾
２６日㈯

「三六闇市　パイロット版」
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〈２５００円　高校生以下1０００円〉　４時／７時開演　花ま
る学習会王子小劇場	 ※２回
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２６日㈯

「増上寺 薪能」
出演＝梅若万佐晴　山本東次郎　梅若泰志他
〈Ｓ席８０００円　Ａ席６０００円　Ｂ席４０００円　自由席２０００
円〉　５時３０分開演　増上寺境内野外特設舞台	 ※1回

東京ノ温度
２６日㈯～２９日㈫

「えんでれす」「ころぬのころ」
脚本・演出＝川島広輝
出演＝宇塚彩子　水野以津美　増野美由紀　猪瀬未帆　
さとうゆり他
〈「えんでれす」３７００円　「ころぬのころ」２５００円〉　「え
んでれす」　２７日1時／４時３０分　２８日４時３０分／８時　
他３時３０分／７時　「ころぬのころ」２７日９時　２８日２時　
２９日1時開演　nakano f	 ※11回

青年団若手自主企画vol.84 櫻内企画
２６日㈯～1０月４日㈰

「マッチ売りの少女」
脚本＝別役実　演出＝橋本清
出演＝串尾一輝　新田佑梨　畠山峻
〈２５００円　高校生以下1０００円〉　２８・３０～２日７時３０分　
４日２時　他２時／６時３０分開演　２９日休演　アトリエ
春風舎	 ※11回（６回／５回）

試験管ベビー
２６日㈯～1０月４日㈰

「頼朝の死」
脚本＝真山青果　演出＝かこまさつぐ
出演＝工藤あきら　村上大輔　加藤奈々　長屋綾　か
こまさつぐ他
〈２５００円　高校生以下1５００円〉　２６日1時／３時／５時
／７時　４日11時／３時／５時／７時　他1時／３時／５
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時／７時／５時／７時開演　２８～２日休演　G/Pit
	 ※1８回（９回／９回）【愛知】

わらび座ミュージカル
２７日㈰

「ジパング青春記―慶長遣欧使節団出帆―」
脚本・演出＝横内謙介　作曲＝深沢桂子
出演＝小山雄大　戎本みろ　岡村雄三　椿千代　天野
翔太他
〈４５００円　高校生以下２５００円〉　２時開演　男鹿市民文
化会館	 ※1回【秋田】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1０月1８日㈰　〈３５００円　高校生以下２０００円〉　２時
３０分開演　釜石市民ホールTETTO［HALL A］　※1
回【岩手】　▼２５日㈰　〈５５００円　小中高生２５００円〉　２
時３０分開演　高畠町文化ホール・まほら　※1回【山
形】　▼11月２３日㈪　〈Ｓ席４５００円　Ａ席４０００円　高
校生以下２５００円〉　２時開演　諫早文化会館　※1回
【長崎】　▼２７日㈮　〈２５００円　高校生以下1５００円〉　６
時３０分開演　天草市民センターホール　※1回【熊本】　
▼1２月２２日㈫　〈Ｓ席６０００円　Ａ席５０００円〉　６時３０
分開演　東京エレクトロンホール宮城　※1回【宮城】

火曜日のゲキジョウ
２９日㈫

「劇団天文座×狂夏の市場」
脚本・演出＝森本聡生　演出＝岩切千穂
出演＝雪上陽生　辻合直澄　兵頭加奈　堀田紹運　大
橋茉以他
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

コンプソンズ
２９日㈫～1０月４日㈰

「WATCH THE WATCHMEN（we put on masks）」
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〉　1・３日２時／７時　４日1２時／５時　他７時
開演　小劇場てあとるらぽう	 ※９回（２回／７回）

未来演劇部
２９日㈫～1０月４日㈰

「無風」「あの匂い」
脚本・演出＝平塚直隆
出演＝秋葉七海　坂本雛実　紗也歌　高瀬英璃　元松
あかね他
〈４５００円　学生３０００円〉　1・２日２時／７時　３・４日1２
時／５時　他７時開演　新宿スターフィールド

	 ※1０回（２回／８回）

２人乗り芝居
３０日㈬

「トビウオ人間VS形の無い何か」
脚本・演出＝福原充則
出演＝三土幸敏　佐久間麻由
〈生配信２０００円〉　２時／６時開演　浅草九劇	 ※２回

劇工舎プリズム
３０日㈬

「一代記」
脚本・演出＝野田恵梨香
出演＝沖中理帆子　日下晃仁　鈴木咲希　平田隼大
〈無料〉　Youtubeオンライン公演　駒場小空間（東京
大学多目的ホール）	 ※1回

キャラメルボックス俳優教室　俳優教室実践科２０２０
年度中間公演

３０日㈬～1０月４日㈰
「広くてすてきな宇宙じゃないか」
脚本・演出＝成井豊　演出＝白坂恵都子
出演＝安藤愛央生　米村優子　上栁聖麗愛　環幸乃　
中舘早紀他
〈３０００円〉　２・３日1時／４時／７時　４日1時／４時　他
７時開演　オメガ東京	 ※1０回（1回／９回）

劇団東京ミルクホール
３０日㈬～1０月４日㈰

「ヌルヌル民族の祭典」
脚本・演出＝佐野バビ市
出演＝佐野バビ市　哀原友則　J.K.Goodman　小野
寺崇　新城侑樹他
〈４０００円〉　２日３時３０分／７時３０分　３日11時３０分／３
時３０分／７時３０分　４日1時３０分／５時３０分　他７時３０
分開演　小劇場B１	 ※９回（1回／８回）

実弾生活
３０日㈬～1０月４日㈰

「実弾生活 THE BEST」
脚本・演出＝インコさん
出演＝インコさん　もっち　中尾ちひろ　小山まりあ　
赤星まき他
〈４８００円〉　３０日７時３０分　３日1時／７時　４日３時　他
４時／７時３０分開演　駅前劇場	 ※８回（1回／７回）

TEAM RevArt
３０日㈬～1０月４日㈰

「モノクロの種」
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時３０分／７時３０分　４日1時３０分／５時３０分　他７時３０
分開演　小劇場B１	 ※９回（1回／８回）

実弾生活
３０日㈬～1０月４日㈰

「実弾生活 THE BEST」
脚本・演出＝インコさん
出演＝インコさん　もっち　中尾ちひろ　小山まりあ　
赤星まき他
〈４８００円〉　３０日７時３０分　３日1時／７時　４日３時　他
４時／７時３０分開演　駅前劇場	 ※８回（1回／７回）

TEAM RevArt
３０日㈬～1０月４日㈰

「モノクロの種」
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脚本・演出＝男澤博基
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３０日㈬～1０月６日㈫

「ダンシング・オールドでい・クラブ4」
脚本・演出＝劇団鳥獣戯画
出演＝石丸有里子　ちねんまさふみ　樋口春香　竹内
くみこ　石出知他
〈４８００円　高校生以下３８００円〉　２・３日２時／７時　４・
６日２時　他７時開演　ザ・スズナリ
	 ※９回（1回／８回）

《１０月》

SOLOの會
1日㈭～４日㈰

「アウストラロピテクス望郷」
脚本・演出＝笠井叡
出演＝笠井叡
〈３５００円　学生２５００円〉　３・４日５時　他７時３０分開演　
d–倉庫	 ※４回

PERSONA5 the Stage Project
1日㈭～４日㈰

「PERSONA5 the Stage #２」
脚本・演出＝西森英行
出演＝猪野広樹　塩田康平　御寺ゆき　小南光司　七
木奏音他
〈1４０００円〉　1日７時　２日２時／７時　他1２時／５時開
演　KT Zepp Yokohama	 ※７回【神奈川】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1７日㈯・1８日㈰　〈1４０００円〉　1２時／５時開演　サ
ンケイホールブリーゼ　※２回【大阪】

演劇ユニット Willow’s
1日㈭～４日㈰

「ヴェニスの商人」
脚本＝W.	シェイクスピア　演出＝木川流
出演＝高橋拓己　西山斗真　中條玲　小林駿　宮西桃
桜子他
〈３０００円〉　1日７時３０分　４日1２時／５時　他1時３０分
／７時開演　シアターバビロンの流れのほとりにて
	 ※７回

東京幻堂　今昔舞踊劇
1日㈭～４日㈰

「遊びの杜　其の十三」
脚本・演出＝佐藤伸之
出演＝花柳武政　花柳武寛貴　秋場千鶴子　荒井典子　
蛭田睦他
〈４５００円　小中学生２３００円〉　1日７時　２日２時／７時　
３日1時／６時　４日２時開演　すみだパークシアター倉
	 ※６回

水戸芸術館ACM劇場　音楽劇
1日㈭～４日㈰

「夜のピクニック」
脚本＝高橋知伽江　演出＝深作健太　作曲＝扇谷研人
出演＝吉川友　加藤良輔　安達勇人　北川理恵　剣幸
他
〈３０００円〉　1日６時３０分　３日1時／６時　他1時開演　
水戸芸術館ACM劇場	 ※５回【茨城】

空晴
1日㈭～６日㈫

「予定のあと先」
脚本・演出＝岡部尚子
出演＝上瀧昇一郎　小池裕之　古谷ちさ　南川泰規　
駒野侃他
〈４３００円　２２歳以下３３００円　生配信オンラインチケッ
ト２５００円〉　３日３時／７時　４日２時／６時　６日２時／７
時　他７時３０分開演　HEP HALL	 ※９回【大阪】

スカレッティーナ演劇研究所
２日㈮・３日㈯

「見る影もなく窶れ果てた、眠りから醒めて」
脚本・演出＝小西優司
出演＝小西優司　相楽信頼
〈３３００円〉　２日４時／７時３０分　３日２時／４時３０分／７
時開演　RAFT	 ※５回

１００点un・チョイス!
２日㈮・３日㈯

「本気だけどマジではない」
脚本・演出＝相馬あこ
出演＝林田真尋　林剛史　小西成弥　オラキオ　樹麗
他
〈無料〉　２日７時　３日1時／４時開演　ザ・ポケット
	 ※３回

フロアトポロジー×ヒノカサの虜
２日㈮・４日㈰

「君の様に鳥が啼く」
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脚本＝函波窓　演出＝小崎愛美理
出演＝遠藤留奈　岸田大地　橋本拓也　渡辺裕也　未
浜杏梨他
〈配信チケット２５００円〉　２日７時３０分　４日1２時開演　
雑遊	 ※２回

劇団FAX
２日㈮～４日㈰

「SANSO」
脚本＝高矢航志　演出＝有働岬
出演＝川村優斗　髙野亮太郎　近藤珠理　青草猫　小
沼桂大他
〈２５００円　学生1５００円　高校生以下無料〉　２日６時　３
日1時／６時　４日1時開演　THEATRE E9 KYOTO
	 ※４回【京都】

兵庫県立ピッコロ劇団
２日㈮～７日㈬

「ホクロのある左足」
脚本＝別役実　演出＝岩松了
出演＝菅原ゆうき　原竹志　堀江勇気　橘義　三坂賢
二郎他
〈３５００円　大学生・専門学校生２５００円　高校生以下
２０００円〉　２日７時　３日３時　４日11時／５時　他２時開
演　５日休演　ピッコロシアター	 ※６回【兵庫】

Pityman
２日㈮～11日㈰

「みどりの山」
脚本・演出＝山下由
出演＝阿波屋鮎美　北村美岬　黒木龍世　小林涼太　
齋藤亘他
〈３０００円　２５歳以下1５００円　高校生以下1０００円〉　３・
1０日２時／６時　４日２時　７日２時／７時３０分　他７時
３０分開演　５日休演　三鷹市芸術文化センター・星の
ホール	 ※11回

ソニー・ミュージックエンタテインメント／アニプ
レックス

２日㈮～11日㈰
「富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE」
脚本＝岸本卓　演出＝西田大輔
出演＝糸川耀士郎　菊池修司　瀬戸祐介　立道梨緒奈　
坪倉康晴他
〈1２０００円〉　３・４・1０・11日1時／６時　７日２時／７時　
他７時開演　クラブeX	 ※1５回

「ヒプノシスマイク―Division Rap Battle―」Rule 
the Stage製作委員会

２日㈮～11日㈰
「『ヒプノシスマイク―Division Rap Battle―』Rule 
the Stage ―track.3―」
脚本＝亀田真二郎　演出＝植木豪
出演＝荒牧慶彦　里中将道　東山義久　廣野凌大　加
藤大悟他
〈1８０００円〉　３・４・1０・11日1時／６時　６・８日２時／
７時　他７時開演　TOKYO DOME CITY HALL
	 ※1６回

梅雨前線六月族
３日㈯

「アクリルの動物園」
脚本・演出＝添田亜久理
出演＝正田哲也　宮里綾　宮内れいみ　優奈　ンヱ
夕”アグリ他
〈1０００円　1８歳以下５００円〉　６時開演　北とぴあ・ペ
ガサスホール	 ※1回

kusukusu’s rabo
３日㈯・４日㈰

「くつしたのなか」
脚本・演出＝村上泰子
出演＝村上泰子　秋月美穂　浅田ゆりえ　植松ゆき　
岡田由紀他
〈３０００円　小学生５００円　未就学児童入場無料〉　３日
1２時／３時３０分／７時　４日1２時／３時３０分　開演　一
心寺シアター倶楽	 ※５回【大阪】

天体望遠鏡
３日㈯・４日㈰

「２０２０～でたらめな男の帰宅の顛末～」
脚本・演出＝川辺健
出演＝佐藤翔　齊藤隆廣　藤原慶　阿部めぐみ　女ケ
沢康子他
〈２０００円　大学生以下1０００円〉　３日３時／７時　４日1
時開演　北上市文化交流センター・さくらホール
	 ※３回【岩手】

office Knight
３日㈯・４日㈰

「余命バイバイ」
脚本・演出＝日高昇
出演＝勇人ユウジ　井上誠　川田恵三　セキモトシゲ
アキ　ばとら他
〈３３００円　学生２５００円〉　３日1２時／４時／７時３０分　４
日1時／５時開演　OVAL THEATER & GALLERY
	 ※５回
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演劇街道きのくにプロジェクト
３日㈯・４日㈰

「千年前から、君を探していた」
脚本＝三名刺繍　演出＝佐藤香聲
出演＝栗須香練　坂口勝紀　平本茜子　松本元信　前
芝和子他
〈３５００円〉　３日1時／６時　４日1時／５時開演　ノビノ
ス海南	 ※４回【和歌山】

四国学院大学 アーティスト・イン・レジデンスプロ
グラム〈SARP〉

３日㈯～６日㈫
「星の祭に吹く風」
脚本・演出＝小池竹見
出演＝大平峻世　江島慶俊　白石英流　野久保弥恵　
堀慎太郎他
〈1０００円　大学生以下５００円〉　３日５時　４日２時　他７
時開演　四国学院大学ノトススタジオ	 ※４回【香川】

LIVEDOG
３日㈯～11日㈰

「アルティメット古事記」
脚本・演出＝畑雅文
出演＝藍菜　安里奈　岡田菜々美　哀川まこと　朝倉
蒼他
〈S席７５００円　A席６３００円〉　５～９日２時／７時　11日
1２時／４時　他1時／６時開演　中目黒キンケロ・シア
ター	 ※1８回

HTBonライン劇場　北海道とつながる演劇
４日㈰

「はじめのソラ」
脚本・演出＝米沢春花
出演＝井上嵩之　木村歩未　佐藤優将　福田太郎　北
海道内各地ではたらく人々
〈1５００円〉　４時開演　HTBonライン劇場
	 ※1回【北海道】

Team Unsui
４日㈰～11日㈰

「パレード」
脚本・演出＝喜安浩平
出演＝小野賢章　岸本卓也　早乙女じょうじ　秋元龍
太朗　角島美緒他
〈６０００円〉　４日６時　７・８日２時／７時３０分　1０日1時
／６時　11日1２時／４時　他７時３０分開演　赤坂RED/
THEATER	 ※1２回

火曜日のゲキジョウ

６日㈫
「福田青木×演劇ユニット急発進」
脚本・演出＝福田恵　大西久左衛門
出演＝青木道弘　福田恵　佐倉ハルキ
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

shelf
６日㈫～1０日㈯

「Rintrik―あるいは射抜かれた心臓」
脚本＝ダナルト　演出＝矢野靖人
出演＝川渕優子　沖渡崇史　横田雄平　綾田將一
〈３５００円　学生２０００円〉　1０日５時３０分　他７時３０分開
演　The 8th Gallery	 ※５回

オフィスコットーネ
７日㈬・８日㈭

「ブカブカジョーシブカジョーシ」
脚本＝大竹野正典　演出＝佃典彦
出演＝高田恵篤　野坂弘
〈４０００円〉　７日３時／７時　８日1時／５時開演　小劇場
B１	 ※４回

西瓜糖
７日㈬・８日㈭

「MOON」
脚本＝秋之桜子　演出＝高橋正徳
出演＝奥山美代子　山像かおり
〈３０００円〉　７日７時　８日２時／６時開演　パフォーミ
ングギャラリー＆カフェ『絵空箱』	 ※３回

マチルダアパルトマン
７日㈬～11日㈰

「世界も三角、土俵も三角／特殊になれなかった者た
ちへ」
脚本・演出＝池亀三太
出演＝葛生大雅　早舩聖　松本みゆき　大垣友　久間
健裕他
〈３０００円　1８歳以下無料〉　８日３時／７時３０分　1０日
11時３０分／３時／６時３０分　11日11時３０分／３時　他
７時３０分開演　花まる学習会王子小劇場	 ※９回

制作「山口ちはる」プロデュース
７日㈬～11日㈰

「俺の屍を越えていけ」
脚本＝畑澤聖悟　演出＝熊野利哉
出演＝大胡愛恵　喜田裕也　中林翔平　西川翔太　三
上由貴他
〈３５００円〉　９日２時　1０日３時／８時　11日３時　他７時
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３０分開演　サンモールスタジオ	 ※６回

ENG
７日㈬～11日㈰

「ハイドクナイフ」
脚本・演出＝宮城陽亮
出演＝梅田悠　持田千妃来　松木わかは　竹石悟朗　
小玉百夏他
〈S席６５００円　A席５５００円〉　９日２時／７時　1０日1時
／６時　11日1２時／４時　他７時開演　六行会
	 ※８回

骸骨ストリッパー
７日㈬～11日㈰

「-less（レス）」
脚本・演出＝かみざともりひと
出演＝吉岡大輔　kiki　森岳亜弥　下塚恭平　伊田麻
友香他
〈1００００円　５０００円〉　７日７時３０分　11日11時３０分／３
時　他２時／７時３０分開演　ザ・ポケット	 ※９回

文化庁・日本劇団協議会
７日㈬～11日㈰

「Crimes of the heart―クライムス オブ ザ ハート―」
脚本＝ベス・ヘンリー　演出＝板垣恭一
出演＝関谷春子　神野紗瑛子　角田萌果　中西良介　
近藤勇麿他
〈４０００円　学生２５００円〉　９日２時／７時　1０日1時／６
時　11日1時　他７時開演　恵比寿・エコー劇場
	 ※７回

兎団
７日㈬～1２日㈪

「StarDust Tales～絶滅編～」
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　初山ほのか　
あずまや他
〈２０００円　配信視聴1５００円〉　1０日２時／７時　11日1２
時３０分／５時３０分　1２日７時　他７時３０分開演　レン
タルスペース＋カフェ・兎亭	 ※８回

MCR
８日㈭～11日㈰

「線路沿い獣道」
脚本・演出＝櫻井智也
出演＝櫻井智也　佐賀モトキ　三澤さき　真嶋一歌　
熊谷嶺他
〈４０００円〉　1０日２時／６時　11日３時　他７時３０分開演　
ザ・スズナリ	 ※５回

劇団美辞女
８日㈭～11日㈰

「ひみつうらない？」
脚本・演出＝ワタナ・ベリヨ
出演＝ワタナ・ベリヨ　ナルミ・ケイ
〈３５００円〉　８日８時　９日1時／８時　1０日1時／６時　
11日1時／５時開演　小劇場てあとるらぽう	 ※７回

まつもと市民芸術館
８日㈭～11日㈰

「そよ風と魔女たちとマクベスと」
原作＝W・シェイクスピア「マクベス」　脚色・演
出・美術・照明・衣裳＝串田和美
出演＝草光純太　近藤隼　下地尚子　武居卓　田村真
央他
〈３５００円　1８歳以下1５００円〉　８日７時　11日1時　他２
時開演　まつもと市民芸術館・特設会場
	 ※４回【長野】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1７日㈯・1８日㈰　〈３５００円　２５歳以下1５００円〉　1７
日５時　1８日２時開演　茅野市民館　※２回【長野】

今生酔いどれ喫茶
８日㈭～1２日㈪

「売春捜査官」
脚本＝つかこうへい　演出＝松森モヘー
出演＝小川夏鈴　つかてつお　岸本武享　山脇辰哉　
奥泉
〈４５００円　３５００円〉　1０日２時／７時　11日２時　1２日1
時／５時　他７時開演　シアター7１１	 ※７回

鯨椅子project
８日㈭～1２日㈪

「THE WINDS OF GOD ２０２０」
原作＝今井雅之　脚色・演出＝西脇丈也
出演＝川村智基　芹井祐文　たろう　長尾敦史　平子
裕樹他
〈５０００円　中学生以下無料〉　７時開演　郡山城天守台
西側城壁・特設ステージ	 ※５回【奈良】

演劇企画CaL
９日㈮

「山の神様―The Gods of the Mountain―」
作＝ロード・ダンセイニ　上演台本＝梅野真優　演出
＝吉平真優
出演＝岩下拓海　小林留奈　長沼航　みくさん　村田
羊他
〈２５００円　映像配信1０００円〉　３時３０分開演　石神井公
園	 ※1回
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真田鰯×菊池佳南　 せんだい卸町アートマルシェ　
SENDAI OROSHIMACHI Art Marche ２０２０

９日㈮
「大きな栗の木の下で私たちは黙る」
脚本・演出＝真田鰯
出演＝真田鰯　菊池佳南
〈２８００円〉　５時／８時開演　せんだい演劇工房１０–
BOX ※２回【宮城】

プラズマみかん
９日㈮～11日㈰

「ワーニャのパンツと洗えない」
脚本・演出＝中嶋悠紀子
出演＝せせらぎよし子　中嶋悠紀子　九谷保元　趙清
香　寺川昌宏他
〈３２００円　２５歳以下・障がい者	２５００円〉　９日７時３０分　
1０日２時３０分／６時３０分　11日11時３０分／３時３０分開
演　AI・HALL	 ※５回【兵庫】

コケコッコー企画
９日㈮～11日㈰

「あっかんべー」
脚本・演出＝野村尚平
出演＝野村尚平　伊丹祐貴　中谷祐太　堀川絵美　洲
崎貴郁他
〈４５００円　配信チケット２５００円〉　９日７時　1０日1時
／５時　11日1２時／４時開演　COOL JAPAN PARK 
OSAKA・WWホール	 ※５回【大阪】

同人演劇団「想演」
９日㈮～11日㈰

「第八楽章～星演～ストラトステラ」
脚本・演出＝田所竜一
出演＝俺　桔平　みふる　サりん　いち他
〈２３００円　小学生以下無料　有料配信1０００円〉　９日８
時　1０日２時／７時　11日1時／６時開演　演劇専用小
劇場BLOCH	 ※５回【北海道】

（有）オフィス パラノイア
９日㈮～11日㈰

「今昔舞踊劇『怪』其の十六」
脚本・演出＝佐藤伸之
出演＝花柳武政　花柳武寛貴　荒井典子　蛭田睦　成
田みわ子他
〈２８００円　小学生1５００円〉　９日７時　他６時３０分開演　
甲斐善光寺・金堂	 ※３回【山梨】

東京夜光　せんだい卸町アートマルシェ　SENDAI 
OROSHIMACHI Art Marche ２０２０

９日㈮～11日㈰
「台風とノラと私」
脚本・演出＝川名幸宏
出演＝小山内琴星　丸山港都　東澤有香
〈２８００円〉　９日５時　1０日５時３０分　11日11時開演　
せんだい演劇工房１０–BOX	 ※３回【宮城】

コロブチカ　せんだい卸町アートマルシェ　SEND
AI OROSHIMACHI Art Marche ２０２０

９日㈮～11日㈰
「口火きる、パトス」
脚本・演出＝山本タカ
出演＝コロ
〈２８００円〉　９日８時　1０日1２時３０分　11日５時開演　
せんだい演劇工房１０–BOX	 ※３回【宮城】

せんだい卸町アートマルシェ　SENDAI OROSHIM
ACHI Art Marche ２０２０　Oroche Presents ００１ 
能–BOXギリシャ悲劇シリーズ

９日㈮～11日㈰
「オイディプス王」
脚本＝ソポクレス　演出＝山本タカ
出演＝飯沼由和　鈴木將顕　白鹿リオ　原西忠佑　本
田椋他
〈３８００円　学生２０００円〉　９日７時　1０日２時３０分／７時　
11日２時３０分開演　能–BOX	 ※４回【宮城】

あかりのプロダクション
９日㈮～11日㈰

「ゲキ×カフェvol.5―manuで演劇やるってよ―」
脚本・演出＝有門正太郎　川口大樹　大迫旭洋　脚本
＝藍川夢菜　演出＝後藤香
出演＝森淑乃　林和香奈　松島未采　相田蘭　牧野ひ
かり他
〈２０００円〉　９日７時　他11時／７時開演　manucoff
eeクジラ店	 ※５回【福岡】

トゥインクル・コーポレーションSTORY MAGIC 
LIVE

1０日㈯・11日㈰
「魔法使いの頭の中～輪なコト～」
脚本・演出＝魔法使いアキット
出演＝魔法使いアキット
〈４８００円　子ども２８００円〉　1０日６時　11日1２時／４時
開演　HEP HALL	 ※３回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1５日㈭～1８日㈰　〈４８００円　子ども２８００円〉　1７・
1８日1時／５時　他７時開演　中目黒キンケロ・シア
ター	 ※６回
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タシロリエ／AYATORI　せんだい卸町アートマル
シェ　SENDAI OROSHIMACHI Art Marche 
２０２０

1０日㈯・11日㈰
「OKU」
脚本・演出＝タシロリエ
出演＝タシロリエ
〈２８００円〉　1０日５時３０分　11日1時開演　せんだい演
劇工房１０–BOX	 ※２回【宮城】

コメディアス　せんだい卸町アートマルシェ　SEN
DAI OROSHIMACHI Art Marche ２０２０

1０日㈯・11日㈰
「kataSAW―カタソウ―」
脚本・演出＝鈴木あいれ
出演＝池田輝樹　小山允久
〈２８００円〉　1０日1２時３０分　11日1時／７時開演　せん
だい演劇工房１０–BOX	 ※３回【宮城】

銀色天井秋田企画
1０日㈯・11日㈰

「アポフェスひとり芝居博覧会」
出演＝神戸誠治　進藤則夫　須藤正三　瀬尾さよ子　
羽鳥紀子他
〈３０００円　学生２０００円〉　1０日２時／５時／７時３０分　
11日1時／４時／６時３０分開演　APOCシアター
	 ※６回

読売テレビ／リバティ・コンサーツ　大阪城本丸薪能
２０２０

1０日㈯・11日㈰
第一夜「能　千手　狂言　二人袴　半能　石橋」
第二夜「舞囃子　安宅　狂言　舟渡聟　能　竹生島」
出演＝観世清和　大槻文藏　大槻裕一　野村萬斎　大
倉源次郎他
〈1９０００円〉　６時開演　大阪城本丸広場	 ※２回【大阪】

オリゴ党
1０日㈯・11日㈰

「ヴンダーカンマーの叡智」
脚本・演出＝岩橋貞典
出演＝有馬ハル　田中愛積　陸田翔希　誉田万里子　
徳永健治他
〈２８００円　学生1５００円〉　1０日３時３０分／７時３０分　11
日11時／３時開演　天満天六・音太小屋
	 ※４回【大阪】

劇団四灯星
1０日㈯・11日㈰

「アイドルは やめられない！」
脚本・演出＝ジャン・おじゃんこ
出演＝木下りさ　西村美保　いそべりさ　仲千恵
〈２０００円　小学生1０００円〉　1０日７時　11日1２時３０分
／５時開演　甘棠館show劇場	 ※３回【福岡】

制作「山口ちはる」プロデュース
1０日㈯～1６日㈮

「あの子がいつまでコドモだったのか」
脚本＝倉本朋幸　脚本・演出＝熊野利哉
出演＝堀口紗奈　月城亜美　緋野ちひろ　髙坂汐里　
藍川きあら　蒼乃菜月他
〈３５００円〉　1０日1２時／５時３０分　11日５時３０分／８時　
1２日７時　1６日２時　他２時／７時開演　サンモールス
タジオ	 ※1２回

劇団扉座
1０日㈯～1８日㈰

「リボンの騎士２０２０～県立鷲尾高校演劇部奮闘記～ベテラ
ン版 with コロナ トライアル」
脚本・演出＝横内謙介
出演＝三浦修平　小川蓮　北村由海　小笠原彩　伴美
奈子他
〈４０００円　学生３０００円〉　1０日６時　11・1８日２時　1７
日1時／６時　他７時開演　すみだパークシアター倉
	 ※1０回

青海波―SEIKAIHA―
1０日㈯～1８日㈰

「よしもとコメディ」
脚本・演出＝吉本興業
出演＝音羽一憲　森川隆士　レイチェル　前田真希
〈４０００円　子ども２０００円〉　２時開演　1２～1６日休演　
青海波―SEIKAIHA―波乗亭	 ※４回【兵庫】

シーエイティプロデュース／ポリゴンマジック
1０日㈯～２1日㈬

「birth」
脚本＝シライケイタ　演出＝千葉哲也
出演＝梅津瑞樹　前山剛久　杉江大志　玉城裕規　後
藤大他
〈1００００円〉　1３～1６・２０日２時／７時　２1日1２時３０分
／４時３０分　他1時／６時開演　1２・1９日休演　よみ
うり大手町ホール	 ※２０回

渡辺源四郎商店　なべげん目で見るラジオドラマ劇場
1０日㈯～３1日㈯

「県立戦隊アオモレンジャー復刻版　２０２０スペシャ
ル」
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２０２０

1０日㈯・11日㈰
「OKU」
脚本・演出＝タシロリエ
出演＝タシロリエ
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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　我満望美他
〈無料〉　８時開演　なべげん目で見るラジオドラマ劇
場特設サイト	 ※1回【青森】

いしころproject　 せんだい卸町アートマルシェ　
SENDAI OROSHIMACHI Art Marche ２０２０

11日㈰
「よだかの星」
脚本＝宮沢賢治　演出＝石川寛美
出演＝コロ　石川寛美
〈２８００円〉　11時／７時開演　せんだい演劇工房１０–
BOX	 ※２回【宮城】

火曜日のゲキジョウ
1３日㈫

「努力クラブ×EVKK」
脚本・演出＝合田団地　演出＝外輪能隆
出演＝にさわまほ　三鬼春奈　澤井里依　神藤恭平
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

片岡愛之助特別公演
1３日㈫

「狂言　那須語」「『義経千本桜』より『吉野山』」
出演＝茂山逸平　片岡愛之助　中村壱太郎他
〈S席６０００円　A席４５００円〉　５時３０分開演　大仙公園
芝生広場・特設ステージ	 ※1回【大阪】

4つの芝居製作委員会
1３日㈫～1８日㈰

「前夜」
脚本＝サカイリユリカ　演出＝むつみあき　脚本・演
出＝美崎理恵　鮒田直也　楢原拓
出演＝住永侑太　小泉匠久　桑原とおる　大田康太郎　
歌野美奈子他
〈４０００円　配信チケット２０００円〉　1５・1６日２時／７時
３０分　1７日２時／６時　1８日1時／５時　他７時３０分開
演　オメガ東京	 ※1０回

lovepunk
1３日㈫～1８日㈰

「ロックンロール ニッポン　愛のクラクラクラスター」
脚本・演出＝髙原秀和
出演＝本橋由香　安城久美子　森川凜子　奥田咲　加
藤絵莉他
〈４０００円〉　1５・1７日２時／７時　他７時開演　劇場
MOMO	 ※８回

クズ会
1３日㈫～1８日㈰

「アパートの鍵、返したい」
脚本・演出＝朝比奈史樹
出演＝辰己晴彦　山田健太郎　山川恭平　早川諄　倉
垣まどか他
〈４０００円　学生３８００円〉　1６日３時／７時３０分　1７日２
時／６時　1８日２時　他７時３０分開演　ステージカ
フェ下北沢亭	 ※８回

早稲田大学劇団木霊
1３日㈫～２０日㈫

「トランス」
脚本・演出＝弁象庵　演出＝目黒ほのか
出演＝内山泰輝　重村眞輝　菅原茉利奈　髙城由　髙
橋陸生他
〈無料配信〉　1９時開演　劇団木霊アトリエ	 ※1回

うずめ劇場
1４日㈬・1５日㈭

「氷の下」
脚本＝ファルク・リヒター　翻訳＝村瀬民子　新野守
広　演出＝ペーター・ゲスナー
出演＝松尾容子　後藤まなみ　荒牧大道　藤澤友
〈４０００円　学生３０００円〉　２時／７時開演　仙川フィッ
クスホール	 ※４回

劇団匂組
1４日㈬～1８日㈰

「農園ぱらだいす～愛しのアマゾネス～」
脚本＝大森匂子　演出＝鈴木アツト
出演＝清水ひろみ　清水優華　石橋美智子　泉正太郎　
生亀一真他
〈４２００円　学生３５００円〉　1４日７時　1７日２時／６時　
1８日1２時／５時　他２時／７時開演　駅前劇場	 ※９回

Yoshiki Yamamoto Solo Musical
1４日㈬～1８日㈰

「ロートレック」
作詞＝さらだたまこ　作曲＝玉麻尚一　演出＝山本芳
樹
出演＝山本芳樹　Piano	後藤浩明　Bass	藤田奏　Dr
ums	前川維旺利
〈５５００円〉　1５日２時／７時　1７日２時／６時　1８日２時　
他７時開演　ウエストエンドスタジオ	 ※７回

春匠
1４日㈬～1８日㈰

「晴矢純三郎一座　誕生編」
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脚本＝渡辺和徳　演出＝春田純一
出演＝春田純一　大志田詢子　園岡新太郎　萩原佐代
子　中川香果他
〈３０００円〉　1６・1７日２時／７時　1７日２時　他７時開演　
神戸三宮シアター・エートー	 ※７回【兵庫】

銀岩塩
1４日㈬～1８日㈰

「想紅　オモイクレナイ」
脚本＝塩田泰造　演出＝岩田有弘
出演＝清水佐紀　並木秀介　伽代子　五十嵐和弘　扇
けい他
〈1０５００円　1００００円　学生２５００円〉　1５日２時／７時３０
分　1７日２時／６時３０分　1８日1時／５時　他７時３０分
開演　小劇場B１	 ※８回

文化庁・日本劇団協議会
1４日㈬～1８日㈰

「ガラスの部屋のミューズ」
脚本＝　演出＝
出演＝玉田志織　永田聖一朗　前田悠雅　牧田哲也
〈４０００円　学生２５００円〉　1６日２時／７時　1７日1時／５
時　1８日1時　他７時開演　恵比寿・エコー劇場
	 ※７回

清流劇場
1４日㈬～1８日㈰

「逃げるヘレネ HELENE he phygas」
原作＝エウリピデス　翻訳・補綴・ドラマトゥルク＝
丹下和彦　構成・演出＝田中孝弥
出演＝西田政彦　髙口真吾　倉増哲州　服部桃子　永
津真奈他
〈４６００円　２２歳以下２５００円　６５歳以上４０００円〉　1５日
７時　1７・1８日２時　他２時／７時開演　一心寺シア
ター倶楽	 ※７回【大阪】

トキヲイキル
1４日㈬～1８日㈰

「検温しましょ」
脚本＝徳井義実　演出＝柏原収史
出演＝岸田麻佑　原直子　桃咲まゆ　大庭彩歌　岩本
琴音他
〈５０００円〉　1４日７時　1６日1時３０分／６時３０分　1７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】

FEVER DRAGON NEO
1４日㈬～1８日㈰

「砲弾家族～さちの物語～」

脚本・演出＝小田竜世
出演＝大田正裕　江里奈　吉田智美　大多和愛子　塩
崎こうせい他
〈５０００円〉　1４日７時　1８日1時／５時　他２時／７時開
演　Geki地下Liberty	 ※９回

アマヤドリ
1４日㈬～２５日㈰

「ぬれぎぬ」「ジョシ」「ウィンドミル・ベイビー」
脚本・演出＝広田淳一
出演＝ワタナベケイスケ　沼田星麻　一川幸恵　大塚
由祈子　ばばゆりな他
〈「ぬれぎぬ」３８００円　学生２５００円　高校生以下1０００
円　「ジョシ」「ウィンドミル・ベイビー」３３００円　学
生２０００円　高校生以下1０００円〉　1７日11時／３時／７
時３０分　1８・２５日1２時／４時　２０・２４日11時／３時／
８時　２1・２２日３時／８時　他７時３０分開演　シアター
風姿花伝	 ※２２回

ねこMam–MA
1５日㈭

「紅葉と親父」
脚本・演出＝高倉良文
出演＝朴贊革　山田盛生　宮崎大和　高倉良文　谷口
ヒロユキ他
〈４０００円〉　７時開演　しもきたDAWN	 ※1回

劇団ウィステリウム
1５日㈭～1７日㈯

「GRAY」
脚本・演出＝田中愛恵
出演＝明星まい　虚弔　華空祥　笠松大誠　勝部環他
〈３０００円〉　1５日６時　1６日３時／７時　1７日1時／６時　
開演　北池袋 新生館シアター	 ※５回

喜劇団R・プロジェクト
1５日㈭～1８日㈰

「5人そろって！モモレンジャー」
脚本・演出＝倉橋勝
出演＝倉橋勝　北雪　三枝聖　酒井実鈴　松野侑平他
〈３０００円〉　1７日11時／７時　1８日11時／４時　他７時
３０分開演　遊空間がざびぃ	 ※６回

架空畳
1５日㈭～1８日㈰

「インテグラルの踵は錆びない―１3人姉妹のモスクワ―」
脚本・演出＝小野寺邦彦
出演＝岩松毅　江花実里　大浦孝明　本田真唯　江花
明里他
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1４日㈬～1８日㈰

「逃げるヘレネ HELENE he phygas」
原作＝エウリピデス　翻訳・補綴・ドラマトゥルク＝
丹下和彦　構成・演出＝田中孝弥
出演＝西田政彦　髙口真吾　倉増哲州　服部桃子　永
津真奈他
〈４６００円　２２歳以下２５００円　６５歳以上４０００円〉　1５日
７時　1７・1８日２時　他２時／７時開演　一心寺シア
ター倶楽	 ※７回【大阪】

トキヲイキル
1４日㈬～1８日㈰

「検温しましょ」
脚本＝徳井義実　演出＝柏原収史
出演＝岸田麻佑　原直子　桃咲まゆ　大庭彩歌　岩本
琴音他
〈５０００円〉　1４日７時　1６日1時３０分／６時３０分　1７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】

FEVER DRAGON NEO
1４日㈬～1８日㈰

「砲弾家族～さちの物語～」

脚本・演出＝小田竜世
出演＝大田正裕　江里奈　吉田智美　大多和愛子　塩
崎こうせい他
〈５０００円〉　1４日７時　1８日1時／５時　他２時／７時開
演　Geki地下Liberty	 ※９回

アマヤドリ
1４日㈬～２５日㈰

「ぬれぎぬ」「ジョシ」「ウィンドミル・ベイビー」
脚本・演出＝広田淳一
出演＝ワタナベケイスケ　沼田星麻　一川幸恵　大塚
由祈子　ばばゆりな他
〈「ぬれぎぬ」３８００円　学生２５００円　高校生以下1０００
円　「ジョシ」「ウィンドミル・ベイビー」３３００円　学
生２０００円　高校生以下1０００円〉　1７日11時／３時／７
時３０分　1８・２５日1２時／４時　２０・２４日11時／３時／
８時　２1・２２日３時／８時　他７時３０分開演　シアター
風姿花伝	 ※２２回

ねこMam–MA
1５日㈭

「紅葉と親父」
脚本・演出＝高倉良文
出演＝朴贊革　山田盛生　宮崎大和　高倉良文　谷口
ヒロユキ他
〈４０００円〉　７時開演　しもきたDAWN	 ※1回

劇団ウィステリウム
1５日㈭～1７日㈯

「GRAY」
脚本・演出＝田中愛恵
出演＝明星まい　虚弔　華空祥　笠松大誠　勝部環他
〈３０００円〉　1５日６時　1６日３時／７時　1７日1時／６時　
開演　北池袋 新生館シアター	 ※５回

喜劇団R・プロジェクト
1５日㈭～1８日㈰

「5人そろって！モモレンジャー」
脚本・演出＝倉橋勝
出演＝倉橋勝　北雪　三枝聖　酒井実鈴　松野侑平他
〈３０００円〉　1７日11時／７時　1８日11時／４時　他７時
３０分開演　遊空間がざびぃ	 ※６回

架空畳
1５日㈭～1８日㈰

「インテグラルの踵は錆びない―１3人姉妹のモスクワ―」
脚本・演出＝小野寺邦彦
出演＝岩松毅　江花実里　大浦孝明　本田真唯　江花
明里他
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〈３２００円　高校生以下1０００円〉　1５日７時３０分　1６日３
時３０分／７時３０分　1７日２時／６時　1８日1時／５時開
演　スタジオ「HIKARI」	 ※７回【神奈川】

吉本興業
1５日㈭～1８日㈰

「大田王 GOLD LICENCE TO KILL」
脚本・演出＝吉本興業
出演＝大田王　久保田浩　クスミヒデオ　ボブ・マー
サム　たくませいこ他
〈４５００円　配信２５００円〉　1７日1時／５時　1８日1２時／
４時　他７時開演　ABCホール	 ※６回【大阪】

たやのりょう一座
1５日㈭～1８日㈰

「イサヤ島の王女と神の右腕」
脚本＝白坂英晃　演出＝こぐれ修
出演＝田谷野亮　内木志　中村有沙　天木じゅん　森
田聖奈他
〈６５００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　CBGKシブゲキ‼	 ※７回

劇団２5.6時間
1５日㈭～1９日㈪

「故人、宿します。」
脚本＝植木俊朗　演出＝黒川一将
出演＝三小田芳樹　佐々木みう　山内志織　斉藤ひか
り　一本鎗希華他
〈４５００円〉　1７・1８日11時／３時３０分／７時３０分　1９日
1２時３０分／４時　他３時３０分／７時３０分開演　高田馬
場ラビネスト	 ※1２回

waqu:iraz
1６日㈮

「三島由紀夫　近代能楽集　『班女』」
脚本＝三島由紀夫　演出＝小林真梨恵
出演＝長尾純子　土屋咲登子　萩原亮介
〈３２００円　オンライン配信チケット1８００円〉　３時／７
時３０分開演　APOCシアター	 ※２回

défi（デフィ）
1６日㈮・1７日㈯

「声」
脚本＝ジャン・コクトー　演出＝松森望宏
出演＝円地晶子
〈４０００円　３０歳以下３５００円〉　1６日1時／４時／７時　
1７日1時／４時開演　新宿眼科画廊	 ※５回

MEHEM

1６日㈮～1８日㈰
「最終電車極楽橋往」
脚本・演出＝ながたゆうか
出演＝中山美咲　浜崎聡　入江ほのか　今西刑事　木
本牙狼他
〈３５００円　２３歳以下３０００円〉　1６日３時／７時　1７日11
時／３時／７時　1８日1２時／４時開演　in→depende
nt theatre １st	 ※７回【大阪】

劇団ラフスパイス
1６日㈮～1８日㈰

「HELP US　ヘルプ・アス」
脚本・演出＝高橋なおと
出演＝高橋なおと　ミニマム齋藤　本多透子　佐々木
マリオ　水田俊輔他
〈２８００円〉　1６日８時　1７日1時／４時／８時　1８日1時
／４時開演　演劇専用小劇場BLOCH	 ※６回【北海道】

RISU PRODUCE
1６日㈮～２５日㈰

「イキザマ3」
脚本・演出＝松本匠
出演＝溝口琢矢　岩田華怜　松本匠　朝枝知紘　吉川
柳太他
〈５５００円〉　1７・1８・２４・２５日２時　２２日２時／７時　
他７時開演　1９日休演　赤坂RED/THEATER
	 ※1０回

さくらさくらカンパニー
1７日㈯

「リトル・プリンス～ひこうき乗りと星の王子さま～」
脚本・演出＝中野圭子
出演＝樹生せつな　葵かずき　大浦薫　皐月風夢
〈無料〉　1時３０分／３時３０分開演　SENRITOよみう
りホール	 ※２回【大阪】

J–Theater
1７日㈯・1８日㈰

「虔十公園林」「双子の星」
脚本＝宮沢賢治　演出＝小林拓生
出演＝塩田貞治　三浦小季　松尾美羽
〈３５００円　学生２５００円　オンライン配信1５００円〉　1７
日２時／５時　1８日1時／３時開演　「劇」小劇場
	 ※４回

第２劇場
1７日㈯・1８日㈰

「ふぁむ・ふぁたーる（運命の女）」
脚本・演出＝小菅あかり
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出演＝千田拓実　長野孝昭　森菜々穂　ヨン　小菅あ
かり
〈７００円　新入生無料〉　1７日２時／６時　1８日11時／３
時開演　大阪大学（豊中キャンパス）	 ※４回【大阪】

宮﨑企画／ムニ
1７日㈯・1８日㈰

「回る顔　ライブ配信」
脚本・演出＝宮﨑玲奈
出演＝黒澤多生　南風盛もえ　藤家矢麻刀　宮﨑玲奈
〈無料〉　８時開演　ムニ/宮﨑企画YouTubeアカウン
ト	 ※２回

HEP HALL
1７日㈯・1８日㈰

「ラブレターを渡し合う男子高校生の話」
脚本＝山村菜月　演出＝サリngROCK
出演＝福田薫　中島大　辻谷敬亮　古見時夢　上田怜
苑
〈生配信視聴チケット２０００円〉　1７日８時　1８日２時／
５時／８時開演　HEP HALL	 ※４回【大阪】

劇団唐組
1７日㈯～２２日㈭

「さすらいのジェニー」
脚本・演出＝唐十郎　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
〈３６００円　学生３０００円　小学生以下1８００円〉　1８・２２
日２時／７時　他７時開演　下北沢・下北線路街・空き
地	 ※８回

ミュージカル「忍たま乱太郎」製作委員会
1７日㈯～２５日㈰

「忍たま 恐怖のきもだめし」
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　木村優良　鈴
木祐大他
〈S席1２０００円　A席1０００円〉　２０～２３日６時３０分　他
1２時／５時開演　1９日休演　シアターGロッソ
	 ※1２回

CHAiroiPLIN
1７日㈯～２５日㈰

「三文オペラ」
脚本＝ベルトルト・ブレヒト　演出＝スズキ拓朗
出演＝エリザベス・マリー　小林らら　清水ゆり　
ジョディ　ジントク他
〈３５００円　学生２０００円　高校生以下1０００円〉　２０・

２1・２３日７時３０分　２４日２時／７時　他２時開演　1９日
休演　三鷹市芸術文化センター・星のホール	　※９回

あごうさとし
1７日㈯～２６日㈪

「ペンテジレーア」
原作＝ハインリッヒ・フォン・クライスト　演出＝あ
ごうさとし
出演＝太田宏　太田真紀　葛西友子　辻本佳　マ
リー・ハーネ他
〈４０００円　２９歳以下２５００円〉　1８・２５・２６日３時　他７
時３０分開演　２２日休演　THEATRE E9 KYOTO　
	 ※９回【京都】

たちかわ創造舎　まちなか劇
1８日㈰

「ロスト・イン・ファーレ～宇宙家族、立川で迷子になる～」
脚本・演出＝倉迫康史
出演＝林周一　うえもとしほ　清水いつ鹿　岩倉真彩　
アラン・パットン
〈無料〉　11時／1２時３０分／３時開演　立川髙島屋
S.C.北側 赤い植木鉢前およびサンサンロード近辺
	 ※３回

劇団あんちょび
1８日㈰

「紙風船」
脚本＝岸田國士　演出＝爲近敦夫
出演＝宮本一文　羽田共哉　片山香帆　岡田至織
〈1５００円〉　５時開演　まるた石井園梨直売所　
	 ※1回【千葉】

TRASHMASTERS
1８日㈰

「埋没」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝星野卓誠　森田匠　長谷川景　藤堂海　井場景
子他
〈３５００円　高校生以下1５００円〉　２時開演　阿南市コス
モホール	 ※1回【徳島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２２日㈭・２３日㈮　〈３５００円　高校生以下1５００円〉　
２２日６時３０分　２３日1時３０分開演　高知市文化プラザ
かるぽーと・大ホール　※２回【高知】　▼２４日㈯　
〈無料〉　1時３０分開演　大川村立大川小中学校・小体
育室（１階）　※1回【高知】

アニプレックス
1８日㈰

演劇年鑑 2021



312

出演＝千田拓実　長野孝昭　森菜々穂　ヨン　小菅あ
かり
〈７００円　新入生無料〉　1７日２時／６時　1８日11時／３
時開演　大阪大学（豊中キャンパス）	 ※４回【大阪】

宮﨑企画／ムニ
1７日㈯・1８日㈰

「回る顔　ライブ配信」
脚本・演出＝宮﨑玲奈
出演＝黒澤多生　南風盛もえ　藤家矢麻刀　宮﨑玲奈
〈無料〉　８時開演　ムニ/宮﨑企画YouTubeアカウン
ト	 ※２回

HEP HALL
1７日㈯・1８日㈰

「ラブレターを渡し合う男子高校生の話」
脚本＝山村菜月　演出＝サリngROCK
出演＝福田薫　中島大　辻谷敬亮　古見時夢　上田怜
苑
〈生配信視聴チケット２０００円〉　1７日８時　1８日２時／
５時／８時開演　HEP HALL	 ※４回【大阪】

劇団唐組
1７日㈯～２２日㈭

「さすらいのジェニー」
脚本・演出＝唐十郎　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
〈３６００円　学生３０００円　小学生以下1８００円〉　1８・２２
日２時／７時　他７時開演　下北沢・下北線路街・空き
地	 ※８回

ミュージカル「忍たま乱太郎」製作委員会
1７日㈯～２５日㈰

「忍たま 恐怖のきもだめし」
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　木村優良　鈴
木祐大他
〈S席1２０００円　A席1０００円〉　２０～２３日６時３０分　他
1２時／５時開演　1９日休演　シアターGロッソ
	 ※1２回

CHAiroiPLIN
1７日㈯～２５日㈰

「三文オペラ」
脚本＝ベルトルト・ブレヒト　演出＝スズキ拓朗
出演＝エリザベス・マリー　小林らら　清水ゆり　
ジョディ　ジントク他
〈３５００円　学生２０００円　高校生以下1０００円〉　２０・

２1・２３日７時３０分　２４日２時／７時　他２時開演　1９日
休演　三鷹市芸術文化センター・星のホール	　※９回

あごうさとし
1７日㈯～２６日㈪

「ペンテジレーア」
原作＝ハインリッヒ・フォン・クライスト　演出＝あ
ごうさとし
出演＝太田宏　太田真紀　葛西友子　辻本佳　マ
リー・ハーネ他
〈４０００円　２９歳以下２５００円〉　1８・２５・２６日３時　他７
時３０分開演　２２日休演　THEATRE E9 KYOTO　
	 ※９回【京都】

たちかわ創造舎　まちなか劇
1８日㈰

「ロスト・イン・ファーレ～宇宙家族、立川で迷子になる～」
脚本・演出＝倉迫康史
出演＝林周一　うえもとしほ　清水いつ鹿　岩倉真彩　
アラン・パットン
〈無料〉　11時／1２時３０分／３時開演　立川髙島屋
S.C.北側 赤い植木鉢前およびサンサンロード近辺
	 ※３回

劇団あんちょび
1８日㈰

「紙風船」
脚本＝岸田國士　演出＝爲近敦夫
出演＝宮本一文　羽田共哉　片山香帆　岡田至織
〈1５００円〉　５時開演　まるた石井園梨直売所　
	 ※1回【千葉】

TRASHMASTERS
1８日㈰

「埋没」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝星野卓誠　森田匠　長谷川景　藤堂海　井場景
子他
〈３５００円　高校生以下1５００円〉　２時開演　阿南市コス
モホール	 ※1回【徳島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２２日㈭・２３日㈮　〈３５００円　高校生以下1５００円〉　
２２日６時３０分　２３日1時３０分開演　高知市文化プラザ
かるぽーと・大ホール　※２回【高知】　▼２４日㈯　
〈無料〉　1時３０分開演　大川村立大川小中学校・小体
育室（１階）　※1回【高知】

アニプレックス
1８日㈰

313

「Fate/Grand Order THE STAGE―冠位時間神殿ソ
ロモン―」
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東京芸術祭
1８日㈰～２５日㈰
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1８日㈰～２５日㈰

「我、へだてて、景色」
脚本＝堀川炎　演出＝世田谷シルク
出演＝堀川炎他
〈３５００円〉　２時／３時／４時／５時／６時開演　1９～２３
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時速8次元　一人芝居
1９日㈪

「曲馬団の女」
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出演＝淺場万矢
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	 ※1回

大人の麦茶FLYING COLUMN　音楽朗読劇
1９日㈪～２1日㈬

「雲の切れ目からのぞいた町」
脚本・演出＝塩田泰造
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MARU	 ※５回

火曜日のゲキジョウ
２０日㈫

「山と銭山が上田と×ハコボレ」
脚本・演出＝上田ダイゴ　前田隆成
出演＝上田ダイゴ　前田隆成
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

劇団アントンクルー
２０日㈫・２1日㈬

「WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW」
脚本＝別府源一郎　演出＝ペニー・レイン
出演＝有定千裕　中山ヨシロヲ他
〈３０００円　学生２３００円〉　７時開演　アクロス福岡・円
形ホール	 ※２回【福岡】

東京印
２1日㈬～２５日㈰

「one cup of rice～おにぎりのむすび方～２０２０」
脚本・演出＝長戸勝彦
出演＝日向勉　安芸武司　古賀成美　吉田翔吾　大見
拓土他
〈５５００円　高校生以下３０００円〉　２２日２時／７時　２４日
1時／６時　２５日1２時／４時　他７時開演　ザ・ポケッ
ト	 ※８回

THEATER the ROCKETS
２1日㈬～２５日㈰

「サプライズでプロポーズする夜の、花火」
脚本・演出＝荒木太朗
出演＝岡田彩花　網代将悟　渋木美沙　大橋篤　こう
のゆうか他
〈S席６５００円　A席５５００円〉　２２日２時／７時　２４日1時
／６時　２５日1２時／４時３０分　他７時開演　六行会
ホール	 ※８回

萬腹企画
２1日㈬～２５日㈰

「Eバリアーズ」
脚本・演出＝平康臣
出演＝左京里紗　碧さやか　星美来　桐田伶音　作田
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慎吾他
〈８０００円　６０００円〉　２1日７時　２５日1２時／４時　他２
時／７時開演　アトリエファンファーレ東新宿
	 ※９回

劇団暴創族
２1日㈬～２５日㈰

「瑠璃色花火物語（２０２０年版）」
脚本・演出＝大坪雅俊
出演＝小林大祐　前原未晴　堀ノ内翼　久保健太　黒
岩徹他
〈４５００円　高校生以下３５００円〉　２３・２４日1時／６時　
２５日1２時／５時　他６時開演　萬劇場	 ※８回

アナログスイッチ
２1日㈬～２６日㈪

「みんなの捨てる家。」
脚本・演出＝佐藤慎哉
出演＝秋本雄基　木幡雄太　小島あすみ　大迫綾乃　
藤木陽一他
〈３５００円　配信２０００円〉　２1日７時３０分　２４日1時３０分
／６時３０分　２５日1時３０分　２６日２時３０分　他２時３０
分／７時３０分開演　駅前劇場	 ※９回

ユーキース・エンタテインメント
２1日㈬～２６日㈪

「宇宙家族・中村銀河之丞一座」
脚本＝園田英樹　演出＝山崎洋介
出演＝石河歩　石田花織　岩見桜花　大浪嘉仁　小見
山素朴他
〈４０００円〉　２４・２５日２時／６時　他７時３０分開演　ST
UDIOユーキース	 ※８回

オールスタッフ　音楽劇
２1日㈬～11月1日㈰

「獅子吼」
原作＝浅田次郎　脚本・作詞＝シライケイタ　演出＝
和田憲明
出演＝石鍋多加史　井上一馬　中村繁之　南保大樹　
小原悠輝他
〈５５００円　２５歳以下３０００円〉　２３・２４・２７～２９・３1日２
時３０分／７時　1日２時３０分　他７時開演　上野ストア
ハウス	 ※1８回（1７回／1回）

株式会社ALL GREEN
２２日㈭～２５日㈰

「冥途喫茶」
脚本＝今井こうき　演出＝萩庭貞明
出演＝大音智海　大原万由子　平山トオル　田口萌　

川添りな他
〈６０００円〉　２４日1時／５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
	 ※８回

Ahwooo
２２日㈭～２５日㈰

「パンと日本酒」
脚本・演出＝中野そてっつ
出演＝牧野亜希子　如月萌
〈３５００円　２０歳以下1０００円〉　２２日７時３０分　２３日３時
／７時３０分　２４日1２時／５時　２５日11時／４時開演　
スタジオ空洞	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1３日㈮～1５日㈰　〈３５００円　２０歳以下1０００円〉　
1３日７時３０分　1４日1２時／５時　1５日11時／４時開演　
神戸アートビレッジセンター　※５回【兵庫】

トレンブルシアター
２２日㈭～２５日㈰

「私　精神科医編」
脚本＝くるみざわしん　演出＝トレンブルシアター
出演＝土屋良太
〈３０００円〉　２２日７時　２５日1時／５時　他２時／７時開
演　OFF・OFFシアター	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月1９日㈯　〈２０００円〉　1時３０分開演　森の庭わー
く　※1回【神奈川】

イベント企画OZ
２２日㈭～２５日㈰

「ワン・モア・タイム」
脚本＝金田真　演出＝湯山敬太
出演＝彩我みのり　池田明日香　青山咲也　澤田和哉　
Ange他
〈５５００円　４３００円〉　２２日７時３０分　２３日２時／７時３０
分　２４日1２時／３時３０分／７時３０分　２５日1時／５時開
演　シアターグリーン　BASE THEATER	 ※８回

ヅカ★ガール
２２日㈭～２６日㈪

「妖花迷宮」
脚本・演出＝飯塚未生
出演＝片山歩美　石黒乃莉子　かまくらあや　来栖梨
紗　青木理歩他
〈６０００円　２５歳以下３６００円〉　２４日1２時／５時／８時　
２５日６時　２６日1時／５時　他３時／８時開演　d–倉庫
	 ※1０回
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metro
２２日㈭～２７日㈫

「痴人の愛～IDIOTS～」
原作＝谷崎潤一郎　演出＝天願大介
出演＝片岡哲也　若松力　月船さらら　影山翔一　サ
ヘル・ローズ
〈４８００円　２５歳以下３５００円〉　２４・２５日1時／６時　
２６・２７日1時　他７時３０分開演　ザ・スズナリ	 ※８回

青年団リンク やしゃご
２２日㈭～11月1日㈰

「ののじにさすってごらん」
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　
尾﨑宇内他
〈４０００円〉　２４・３1日1時／６時　２５・1日1時　２７日２
時／７時３０分　他７時３０分開演　２８日休演　こまばア
ゴラ劇場	 ※1４回（1３回／1回）

JACROW
２２日㈭～11月８日㈰

「『闇の将軍』シリーズ第3弾」
脚本・演出＝中村ノブアキ
出演＝狩野和馬　青木友哉　芦原健介　井口睦惠　今
里真他
〈３８００円　４０歳以上３５００円　２５歳以下３０００円〉　２４・
２５・３1・1・３日２時／７時３０分　７・８日1時　他７時３０
分開演　２７～２９・５・６日休演　サンモールスタジオ
	 ※1８回（1０回／８回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1３日㈯・1４日㈰　〈３８００円　４０歳以上３５００円　
２５歳 以下３０００円 〉　1２時／３時３０分 ／７時開演　
りゅーとぴあ能楽堂　※６回【新潟】

ENGISHA THEATER COMPANY
２３日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝大村未童　中村なつ美　山田将平　大地葵　宮
谷翠他
〈２０００円　オンライン配信チケット1０００円〉　８時開演　
KISYURYURI THEATER	 ※1回

ひみつまたたき
２３日㈮～２５日㈰

「だっと、どこまでもはやく」「ものすごくはやくとぶ
かめ」
脚本・演出＝林千大
出演＝さんなぎ　森かなみ　齋野直陽

〈２５００円〉　２３日８時　２４日３時／８時　２５日３時開演　
新宿眼科画廊	 ※４回

百景社
２３日㈮～２５日㈰

「誤解」
作＝アルベール・カミュ　演出＝志賀亮史
出演＝鬼頭愛　国末武　山本晃子　大久保美智子　仲
谷智邦
〈３０００円　1８歳以下1０００円〉　２３日７時　２４日２時／７
時　２５日２時開演　百景社アトリエ	 ※４回【茨城】

サラダボール
２３日㈮～２５日㈰

「サド侯爵夫人」
作＝三島由紀夫　演出＝西村和宏
出演＝高橋なつみ　鈴木智香子　宮地真優　横関亜莉
彩　田中まみ他
〈３０００円　学生２０００円　高校生以下・四国学院大学生
５００円〉　２３日６時　他２時開演　四国学院大学ノトス
スタジオ	 ※３回【香川】

KENプロデュース
２３日㈮～２５日㈰

「日日是釣日和～nitinitikoreturibiyori～」
脚本・演出＝加納健詞
出演＝吉志柚香　橋本深猫　多賀啓史　芳月実桜　柾
木信広他
〈４５００円〉　２３日７時　２４日２時／７時　２５日1２時／４時
開演　シアターシャイン	 ※５回

公益財団法人宮崎県立芸術劇場　新かぼちゃといもが
ら物語＃5

２３日㈮～２５日㈰
「神舞の庭」
脚本＝長田育恵　演出＝立山ひろみ
出演＝大沢健　東風万智子　貴島豪　日髙啓介　平佐
喜子他
〈３５００円　２５歳以下1５００円〉　２３日７時　他２時開演　
メディキット県民文化センター・イベントホール
	 ※３回【宮崎】
※当公演は下記にて公演有り。
▼３1日㈯・11月1日㈰　〈３５００円　２５歳以下1５００円〉　
２時開演　延岡総合文化センター　※２回【宮崎】

劇団そとばこまち
２３日㈮～２６日㈪

「幕末」
脚本・演出＝坂田大地
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出演＝南園みちな　新谷佳士　岩部彰　影山ミク
〈３５００円　学生３０００円〉　２３日４時／７時　２４日２時／５
時　２５日1時／４時　２６日４時／７時開演　劇団そとば
こまちアトリエ・十三 BlackBoxx	 ※８回【大阪】

名取事務所
２３日㈮～11月２日㈰

「獣の時間」「少年Bが住む家」
脚本＝キム・ミンジョン　イ・ボラム　演出＝シライ
ケイタ　眞鍋卓嗣
出演＝西山聖了　伊藤安那　山口眞司　清水直子　内
田龍磨他
〈５０００円　シニア３５００円　学生1５００円　高校生以下
５００円〉　２３日６時　２４日1時／７時３０分　２６・２７日３時
／７時　２８日７時　２９・３０日２時／７時３０分　３1日３時　
1日２時／７時　他２時開演　小劇場B１
	 ※1７回（1４回／３回）

円盤ライダー
２３日㈮～11月５日㈭

「ざ☆ロードショー」
脚本・演出＝ばんたくや
出演＝渡部将之　渡辺一正　憲俊　山口雅也　殿他
〈マイカーチケット８０００円　椅子席３８００円　学生２８００
円〉　２４・３1・３日２時／６時　２５・1日11時／３時　他
７時３０分開演　第２星が丘駐車場２階
	 ※1９回（1２回／７回）

アーティストジャパン　朗読劇
２４日㈯

「さらば黒き武士」
脚本＝岡本さとる　演出＝藤間勘十郎
出演＝北村有起哉　山本一慶　如月蓮
〈９５００円〉　1２時開演　吹田市文化会館・メイシア
ター・中ホール	 ※1回【大阪】
※当公演は下記にて公演有り。
▼３1日㈯　〈９５００円〉　1２時３０分開演　浅草公会堂　
※1回

第7世代実験室
２４日㈯

「たかが世界の終わり」
脚本＝ジャン＝リュック・ラガルス　演出＝内田健司
出演＝藤原季節　内田健司　周本絵梨香　佐藤蛍　銀
粉蝶他
〈視聴チケット３０００円〉　９時開演　彩の国さいたま芸
術劇場・NINAGAWA STUDIO（大稽古場）　
	 ※1回【埼玉】

語りと和楽の芸人衆 かたりと
２４日㈯

「圓朝花火」
脚本＝正岡容　演出＝かたりと
出演＝北原久仁香　小池純一郎
〈３０００円〉　７時開演　東京都指定名勝・旧安田楠雄邸
庭園	 ※1回

犬飼勝哉
２４日㈯

「給付金」
脚本・演出＝犬飼勝哉
出演＝石渡愛　矢野昌幸
〈投げ銭〉　３時／７時開演　SCOOL	 ※２回

劇団異空間
２４日㈯・２５日㈰

「ゲッコウテラス」
脚本＝岩本憲嗣　演出＝谷口真梨
出演＝谷口真梨　小嶋梨紗　村手瑠衣　中嶋千夏　久
留美沙彩他
〈２５００円　学生２０００円〉　２４日1時／６時　２５日11時／
４時開演　スタジオ☆異空間	 ※４回【愛知】

swimmy
２４日㈯・２５日㈰

「父と暮らせば」
脚本＝井上ひさし　演出＝渡邉梨香子　白木孝宜
出演＝真衣　丸林孝太郎
〈２０００円〉　２４日２時／６時　２５日1時／５時開演　at 
THEATRE	 ※４回

Iccoka
２４日㈯・２５日㈰

「マザーズ＆ガールズ　オンラインプレビュー＠You
Tube Live配信」
脚本・演出＝井川いずみ　吉田高尾　美崎理恵
出演＝井川いずみ　小川友子　池澤夏之介　鈴木健太　
五十嵐靖典他
〈無料〉　1時／５時開演　YouTube Live配信	 ※２回

ナントカ世代
２４日㈯・２５日㈰

「その十字路の先を右に曲がった。」
脚本・演出＝北島淳
出演＝伊藤隆裕　延命聡子　土肥希理子　永榮紘実　
七井悠他
〈無料〉　２時／６時開演　金戒光明寺・永運院　
	 ※４回【京都】
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アクトスピア
２４日㈯・２５日㈰

「言の葉を紡ぐ、会話劇vol.２」
脚本・演出＝清原大夢
出演＝北尾美祐　中村彩夏　井手英里佳　海月雨結　
田崎明日香他
〈４０００円　３０００円〉　２４日1時３０分／３時３０分／７時３０
分　２５日1時３０分／４時３０分開演　新中野ワニズホー
ル	 ※５回

演劇ユニットnoyR
２４日㈯・２５日㈰

「アイデアル」
脚本・演出＝樋口ミユ
出演＝大木実奈　鳥飼健太郎
〈２０００円　1８歳以下1５００円〉　２４日２時／７時　２５日２
時／６時開演　WAKABACHO WHARF 若葉町
ウォーフ	 ※４回【神奈川】

アートプロジェクト集団「鞦韆舘」Shanghai Misfo
rtune OPERA

２４日㈯・２５日㈰
「上海的疫病」
脚本＝三名刺繍　演出＝佐藤香聲
出演＝栗須香練　田中之尚　竹内宏樹　飯干未奈　遠
藤智子他
〈S席９０００円　A席	６０００円　B席５０００円〉　２４日３時３０
分／７時　２５日２時３０分／６時開演　近鉄アート館
	 ※４回【大阪】

ゲキリンプロジェクト
２４日㈯・２５日㈰

「人の気も知らないで」
脚本＝横山拓也　演出＝村井善幸
出演＝橋本あかね　隠塚詩織　横山祐香里
〈２５００円　配信チケット1５００円〉　２時／７時開演　Sa
turday.AND READY	 ※４回【福岡】

『幸福王子』製作委員会
２４日㈯～３1日㈯

「幸福王子」
脚本・演出＝鈴木勝秀
出演＝本髙克樹　今野大輝　小川優　内河啓介　田村
雄一
〈９０００円〉　２６・２９日７時　２７・２８・３０日２時／７時　
３1日1時　他1時／５時開演　THEATRE１０１０	 ※1３回
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月４日㈬～８日㈰　〈９０００円〉　７日1時／５時　８日
1時　他７時開演　京都劇場　※６回【京都】

劇団ThreeQuarter
２５日㈰

「♭１～役者への道～」
脚本＝つかこうへい　演出＝清水みき枝
出演＝木村夏子　眞鍋登喜子　太田祐輔　中山裕貴　
大倉佑之丞他
〈1５００円〉　1２時／３時／６時開演　JOYJOYSTATI
ON
	 ※３回

株式会社SAP　初音ミク×人形浄瑠璃 BUNRAKU–
beyond人形浄瑠璃×初音ミク

２５日㈰
「恋娘紬迷宮（こいむすめつむぎのラビリンス）」
出演＝初音ミク　ミクナノー　吉田玉助　桐竹紋吉　
吉田玉彦他
〈S席11０００円　A席６５００円　ライブ配信チケット３０００
円〉　６時開演　富岡製糸場・西置繭所前広場（屋外）
	 ※1回【群馬】

劇団FUKKEN 生配信朗読活劇
２５日㈰

「ソニックレース（カンサーイロングランレース編）」
脚本・演出＝腹筋善之介
出演＝岩田徳承　議長　ジャングルジャム　どす恋あ
ゆこ　跳箱バン他
〈配信チケット1５００円〉　３時開演　zoom配信　
	 ※1回【大阪】

火曜日のゲキジョウ
２７日㈫

「江本真里子一人芝居×やりきれないプリンス」
脚本・演出＝高橋恵　ナナマツモエコ
出演＝江本真里子　張本樹　イトヲ　玉垣翔太　端澄
他
〈２０００円〉　７時／８時３０分開演　in→dependent th
eatre １st	 ※２回【大阪】

うさぎストライプ
２７日㈫～３1日㈯

「あたらしい朝」
脚本・演出＝大池容子
出演＝清水緑　北川莉那　木村巴秋　小瀧万梨子　金
澤昭他
〈３０００円　学生２５００円　高校生以下５００円〉　３０日３時
／７時３０分　３1日２時　他７時３０分開演　アトリエ春
風舎	 ※６回

りゃんめんにゅーろん　オンライントライアル公演
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２８日㈬
「かすがいのカニ缶」「夕映えの職分」
脚本・演出＝南出謙吾
出演＝水木たね　南出謙吾
〈５００円〉　８時開演　仮想劇場ウイングフィールド　
	 ※1回【大阪】

壱劇屋
２８日㈬・２９日㈭

「異空間クラスター」
脚本・演出＝大熊隆太郎
出演＝壱劇屋
〈３３００円　２０００円〉　２８日７時３０分　２９日２時／７時開
演　神戸アートビレッジセンター	 ※３回【兵庫】

わらかどプロデュース
２８日㈬・２９日㈭

「こととおとと　劇場版」
脚本・演出＝わらかどプロデュース
出演＝笑門福　杉沼美幸
〈３０００円〉　２時／７時開演　ART THEATER 上野小
劇場	 ※４回

（有）Yプロジェクト　日韓合作・超大型戦国時代絵巻
２８日㈬～３1日㈯

「沙也可～海峡を越えた愛～」
原作・製作総指揮＝倉科遼　脚本＝ペ☆ヤング　演出
＝山口篤司
出演＝渡辺翔　夕貴まお　賀集利樹　白須慶子　西村
真士他
〈８０００円　７０００円　６０００円　５０００円〉　３1日11時／４
時　他1時／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

制作「山口ちはる」プロデュース
２８日㈬～11月1日㈰

「かよちゃんのこと」
脚本・演出＝加藤綾佳
出演＝青木ラブ　荒波タテオ　神山慎太郎　岸田百波　
北林佑基他
〈３８００円〉　２８日６時　1日３時　他３時／６時開演　東
京おかっぱちゃんハウス	 ※８回（７回／1回）

さんらん
２８日㈬～11月1日㈰

「掘って１００年」
脚本・演出＝尾崎太郎
出演＝若林正　中村有　吉村沙羅　永野和宏　竹中友
紀子他

〈４０００円　高校生以下1０００円〉　２８日７時　1日２時　
他２時／７時開演　北千住BUoY	 ※８回（７回／1回）

To–Riders
２８日㈬～11月1日㈰

「ドラス！」
脚本＝来田龍太　演出＝富樫勘九郎
出演＝皐乃芽唯　綱分孝太朗　関口杏珠　大井克弘　
穂南綾音他
〈３５００円　配信チケット３０００円〉　1日1時／５時　他２
時／７時開演　小劇場メルシアーク神楽坂　
	 ※1０回（８回／２回）

劇団Turbo
２８日㈬～11月1日㈰

「NO LEMON NO MELON」
脚本・演出＝井上僚章
出演＝井上僚章　富田誠　古屋直樹　石坂健治　園部
聡彦他
〈４０００円　高校生以下・生配信アーカイブチケット
２０００円〉　３1・1日３時　他７時３０分開演　駅前劇場
	 ※５回（４回／1回）

アン・ラト
２８日㈬～11月1日㈰

「ヴィヨン」
脚本＝司田由幸　演出＝稲葉賀恵
出演＝霧矢大夢　須賀貴匡　三津谷亮　池田努
〈６０００円　ライブ配信３０００円〉　３０日２時／７時　３1日
1時／６時　1日1時　他７時開演　シアター風姿花伝
	 ※７回（６回／1回）

ベニバラ兎団
２８日㈬～11月1日㈰

「恋とパズルとシャンプーと。」
脚本＝ノジャワトール・ボンソワール　演出＝IZAM
ANIAX
出演＝西谷麻糸呂　大見洋太ー　日比博朋　真田たく
み　山本穂乃果他
〈５３００円〉　２９日２時／７時　３1日1時／６時　1日1２時
３０分／４時　他７時開演　「劇」小劇場　
	 ※８回（６回／２回）

ナイーブスカンパニー
２８日㈬～11月２日㈪

「グッド・バイ」
脚本・演出＝髙橋広大
出演＝大石敦士　福島雪菜　草野剛　髙橋広大
〈５０００円〉　３1・1日1時／７時　２日11時／５時　他７時
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２８日㈬
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開演　内幸町ホール	 ※９回（５回／４回）

竹内尚文プロデュース
２８日㈬～11月３日㈫

「【Perfect Murder Case―パーフェクト マーダー 
ケース―】」
脚本＝熊崎佑也　演出＝佐藤信也
出演＝相馬圭祐　大山カリブ　水崎綾　円谷優希　亀
井英樹他
〈５０００円〉　３０・２日７時　３1・1日1時／６時　３日1２時
／４時　他２時／７時開演　劇場HOPE　
	 ※1２回（７回／５回）

株式会社Ask
２８日㈬～11月３日㈫

「丘のバッキャロー‼～日本を代表する「甲州ワイン」の奇
跡～〈前編〉」
脚本・演出＝菅野臣太朗
出演＝久下恭平　北村圭吾　輝海　水野花梨　鬼束道
歩他
〈６８００円　生配信公演４７００円〉　３1・1日1時３０分／６
時　２日２時／７時　３日1時３０分　　他７時開演　シア
ターグリーン　BIG TREE THEATER　
	 ※1０回（５回／５回）

X–QUEST
２８日㈬～11月３日㈫

「ブラック西遊記～ステッピン・イントゥ・ユア・ダーク
サイド～」
脚本・演出＝トクナガヒデカツ
出演＝大野清志　清水宗史　高田淳　トクナガヒデカ
ツ　市川雅之他
〈５５００円　1８歳以下４０００円　配信チケット３５００円〉　
３０日２時／７時　３1・1日1時／６時　３日２時　他７時開
演　シアターサンモール	 ※1０回（６回／４回）

PUNKBANK
２９日㈭～３1日㈯

「Life On Mars?」
脚本・演出＝秋草瑠衣子　作曲＝常松祐太　真崎ゆか
出演＝小林風花　安部萌　奥萌　小林優里　杏実えい
か他
〈４３００円　学生３０００円〉　２９日７時３０分　３０日２時／７
時３０分　３1日1時／５時開演　スタジオ「HIKARI」
	 ※５回【神奈川】

アリスインプロジェクト
２９日㈭～11月1日㈰

「クォーツ・ゲート～裏庭には秘密が眠っている～」

脚本・演出＝ニノキノコスター
出演＝綾瀬麗奈　岡田歩佳　加藤玲那　かのん　きく
ちまや他
〈６８００円〉　２９日６時３０分　1日1２時／５時　他1時／６
時開演　千種文化小劇場	 ※７回（５回／２回）【愛知】

meme
２９日㈭～11月1日㈰

「窓の向こうシアター」
脚本・演出＝ミーム
出演＝青柳美希　五十嵐勇　井口碧　岩田博之　中沢
志保他
〈３０００円〉　５時開演　cafe MURIWUI　
	 ※４回（３回／1回）

四獣×玉造小劇店
２９日㈭～11月1日㈰

「ワンダーガーデン Season２」
脚本・演出＝わかぎゑふ
出演＝桂憲一　植本純米　大井靖彦　八代進一　曽世
海司
〈３５００円〉　２９日７時３０分　３０日２時／７時３０分　他２時
／６時開演　シアター7１１	 ※７回（５回／２回）

カラスカ
２９日㈭～11月２日㈪

「約束のチバーランド」
脚本・演出＝江戸川崇
出演＝中村裕香里　五十嵐啓輔　若林倫香　若菜太喜　
平原ゆか他
〈６５００円〉　２９日７時　1日1時／６時　２日３時　他２時
／７時開演　ブディストホール	 ※８回（５回／３回）

蛇ノ目企画
２９日㈭～11月３日㈫

「MASCHINEN NACHTMUSICA」
脚本・演出＝麻草郁
出演＝森輝弥　藍梨　小澤瑞季　河野凌太　佐藤才哉
他
〈S席７０００円　A席５５００円〉　３1・1日1時／６時　２日２
時／７時　３日1時／５時　他７時開演　シアターグ
リーン　BOX in BOX THEATER　
	 ※1０回（４回／６回）

舞台｢真夜中のオカルト公務員｣製作委員会
２９日㈭～11月７日㈯

｢真夜中のオカルト公務員｣
脚本＝守山カオリ　演出＝扇田賢
出演＝谷水力　磯野大　とまん　田中稔彦　釣本南他
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〈1２５００円〉　３1・1・３日1時／６時　７日1２時／５時　
他７時開演　２日休演　新宿FACE　
	 ※1３回（４回／９回）

獏天
２９日㈭～11月８日㈰

「ゲバルトローザ」
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　百合草
絢加他
〈４０００円　LIVE配信チケット３０００円〉　３1・３・５・７
日２時／７時　1日1２時／５時　８日２時　他７時開演　
Geki地下Liberty	 ※1６回（４回／1２回）

２.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE（アライブステー
ジ）」Episode 3

２９日㈭～11月８日㈰
「『SCHOOL REVOLUTION』 Hello 神さま　僕は
ここにいる！」
脚本＝ふじわら　演出＝鄭光誠
出演＝堀田竜成　石渡真修　吉田知央　植田慎一郎　
渡邉響他
〈プレミアム席1２０００円　一般９０００円　オンライン
シート６０００円〉　３1・1・５～８日11時３０分／６時　他６
時３０分開演　２日休演　ヒューリックホール東京
	 ※1６回（４回／1２回）

トライフルエンターテインメント
２９日㈭～11月８日㈰

「やがて君になる　朗読劇『佐伯沙弥香について』」
脚本＝鈴木智晴　演出＝葛木英
出演＝礒部花凜　小泉萌香　河内美里他
〈1２０００円〉　３０・２・４・６日２時／７時　３1日２時／６時　
７日1時／６時　８日４時　他７時開演　1日休演　クラ
ブex	 ※1７回（５回／1２回）

せんがわ劇場演劇コンクール／スピンオフ企画
３０日㈮

「映像と生で楽しむリーディング」
脚本・演出＝せんがわ劇場　総合演出＝桒原秀一
出演＝コトリ会議　西尾友樹　豊田可奈子
〈無料〉　７時開演　調布市せんがわ劇場	 ※1回

ENGISHA THEATER COMPANY
３０日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝内海錬人　はる菜　大地葵　中村なつ美　宮谷
翠他

〈２０００円　オンライン配信チケット1０００円〉　８時開演　
KISYURYURI THEATER	 ※1回

下北澤姉妹社
３０日㈮・３1日㈯

「母樹（boju）―母と蜜柑の優しい神話―」
脚本・演出＝西山水木
出演＝松岡洋子　明樹由佳　本多真弓　西山水木
〈２５００円　配信２０００円〉　３０日４時／８時　３1日２時／５
時開演　小劇場楽園	 ※４回

アル☆カンパニー　リーディングトライアウト
３０日㈮・３1日㈯

「POPPY!!!（ポーピー!!!）」
脚本・演出＝野田慈伸
出演＝平田満　井上加奈子　町田水城　平田耕太郎　
徳橋みのり他
〈1０００円〉　２時開演　雑遊	 ※２回
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1４日㈯・1５日㈰　〈1０００円　２５歳以下５００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】

salty rock
３０日㈮～11月1日㈰

「nullにして君を離れ」
脚本＝犬井ねここ　演出＝伊織夏生　野崎涼子
出演＝荒木凪瑳　今村貴登　内藤羊吉　長瀬巧　野崎
涼子他
〈２３００円〉　３０日６時／７時３０分　３1日1時／４時／７時　
1日1時／４時開演　レンタルスペース＋カフェ・兎亭
	 ※７回（５回／２回）

Reading Bitter　語り劇
３０日㈮～11月1日㈰

「PECO PECO～ハラヘリーゼ～」
脚本・演出＝Reading	Bitter
出演＝Reading	Bitter
〈３０００円〉　３０日４時／７時　３1日1時／４時／７時　1日
1時／４時開演　ザ☆キッチンNAKANO　
	 ※７回（５回／２回）

第七劇場
３０日㈮～11月1日㈰

「かもめ」
原作＝A.	チェーホフ　構成・演出・美術・訳＝鳴海
康平
出演＝木母千尋　小菅紘史　菊原真結　佐々木舞　諏
訪七海他
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時３０分開演　２日休演　ヒューリックホール東京
	 ※1６回（４回／1２回）

トライフルエンターテインメント
２９日㈭～11月８日㈰

「やがて君になる　朗読劇『佐伯沙弥香について』」
脚本＝鈴木智晴　演出＝葛木英
出演＝礒部花凜　小泉萌香　河内美里他
〈1２０００円〉　３０・２・４・６日２時／７時　３1日２時／６時　
７日1時／６時　８日４時　他７時開演　1日休演　クラ
ブex	 ※1７回（５回／1２回）

せんがわ劇場演劇コンクール／スピンオフ企画
３０日㈮

「映像と生で楽しむリーディング」
脚本・演出＝せんがわ劇場　総合演出＝桒原秀一
出演＝コトリ会議　西尾友樹　豊田可奈子
〈無料〉　７時開演　調布市せんがわ劇場	 ※1回

ENGISHA THEATER COMPANY
３０日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝内海錬人　はる菜　大地葵　中村なつ美　宮谷
翠他

〈２０００円　オンライン配信チケット1０００円〉　８時開演　
KISYURYURI THEATER	 ※1回

下北澤姉妹社
３０日㈮・３1日㈯

「母樹（boju）―母と蜜柑の優しい神話―」
脚本・演出＝西山水木
出演＝松岡洋子　明樹由佳　本多真弓　西山水木
〈２５００円　配信２０００円〉　３０日４時／８時　３1日２時／５
時開演　小劇場楽園	 ※４回

アル☆カンパニー　リーディングトライアウト
３０日㈮・３1日㈯

「POPPY!!!（ポーピー!!!）」
脚本・演出＝野田慈伸
出演＝平田満　井上加奈子　町田水城　平田耕太郎　
徳橋みのり他
〈1０００円〉　２時開演　雑遊	 ※２回
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1４日㈯・1５日㈰　〈1０００円　２５歳以下５００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】

salty rock
３０日㈮～11月1日㈰

「nullにして君を離れ」
脚本＝犬井ねここ　演出＝伊織夏生　野崎涼子
出演＝荒木凪瑳　今村貴登　内藤羊吉　長瀬巧　野崎
涼子他
〈２３００円〉　３０日６時／７時３０分　３1日1時／４時／７時　
1日1時／４時開演　レンタルスペース＋カフェ・兎亭
	 ※７回（５回／２回）

Reading Bitter　語り劇
３０日㈮～11月1日㈰

「PECO PECO～ハラヘリーゼ～」
脚本・演出＝Reading	Bitter
出演＝Reading	Bitter
〈３０００円〉　３０日４時／７時　３1日1時／４時／７時　1日
1時／４時開演　ザ☆キッチンNAKANO　
	 ※７回（５回／２回）

第七劇場
３０日㈮～11月1日㈰

「かもめ」
原作＝A.	チェーホフ　構成・演出・美術・訳＝鳴海
康平
出演＝木母千尋　小菅紘史　菊原真結　佐々木舞　諏
訪七海他
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〈３０００円　２５歳以下	1０００円　1８歳以下５００円〉　３０日７
時　３1日２時／６時　1日２時開演　三重県文化会館
	 ※４回（３回／1回）【三重】

MousePiece–ree
３０日㈮～11月1日㈰

「Smiley 魂」
脚本＝早川丈二　演出＝森崎正弘
出演＝上田泰三　森崎正弘　早川丈二　熊谷奈美　太
田浩司
〈４０００円〉　３０日７時３０分　３1日３時／７時　1日1時／５
時開演　HEP HALL	 ※５回（３回／２回）【大阪】

よせなべ
３０日㈮～11月２日㈪

「光速トライミクロン」
脚本・演出＝渡辺浩一
出演＝渡辺浩一
〈３５００円〉　３０日７時　３1日1２時／３時３０分／７時　1日
３時３０分／７時　２日1時３０分開演　こった創作空間
	 ※７回（４回／３回）

身体ゲンゴロウ
３０日㈮～11月２日㈪

「イザナミだけが知っている」
脚本・演出＝菅井啓汰
出演＝井上由視　岡田かお　加藤未星　武田朋也　清
水郁実他
〈フリーカンパ制〉　３０日８時　３1日２時／７時　1日２
時／６時開演　ART THEATER 上野小劇場　
	 ※５回（３回／２回）

U–33project
３０日㈮～11月３日㈫

「コロス県自殺市呪い村四丁目」
脚本・演出＝結城ケン三
出演＝U–３３project
〈３５００円　高校生以下1０００円　配信チケット1８００円〉　
３０日７時　３日３時　他２時／７時開演　花まる学習会
王子小劇場	 ※８回（３回／５回）

劇団Elef
３０日㈮～11月３日㈫

「Eleftheria　エレフセリア」
脚本・演出＝山下龍太
出演＝霜山京　高田淳之介　杉田真帆　爽夢　林歩楓
他
〈５０００円〉　３日1時　他1時／６時開演　シアターグ

リーン BASE THEATER	 ※９回（４回／５回）

RED KING CRAB
３０日㈮～11月３日㈫

「鈍行」
脚本・演出＝竹原圭一
出演＝戸澤亮　飯綱いるか　木山正大　高野吟子　五
十嵐穂他
〈３０００円　高校生以下２５００円〉　３1日11時／５時３０分　
1日11時／４時　３日２時　他７時３０分開演　扇谷記念
スタジオ・シアターZOO
	 ※７回（３回／４回）【北海道】

関西ホラーエンターテイメント集団 伯虎座
３０日㈮～11月７日㈯

「地下室のサラ」
脚本・演出＝大河虎之介
出演＝伯虎座ホラーアクター
〈３０００円〉　５時／６時／７時／８時／９時開演　黒門カ
ルチャーファクトリー	 ※５回【大阪】

ふじのくに野外芸術フェスタ
３1日㈯・11月1日㈰

「おぉっと えぇっと ええじゃないか」
脚本＝山田裕幸　演出＝寺内亜矢子
出演＝泉陽二　大石宣広　蔭山ひさ枝　片岡佐知子　
榊原有美他
〈無料〉　1時３０分／３時３０分／開演　大日本報徳社大
講堂前広場	 ※４回（２回／２回）【静岡】

劇団SummerSummer
３1日㈯・11月1日㈰

「水平線の歩き方」
脚本＝成井豊　演出＝斎藤英樹
出演＝小笠原利弥　水野樹　八木絵里　菅野崇　相良
佳央他
〈２５００円　２２歳以下1５００円〉　３1日３時／８時　1日11
時／３時開演　盛岡劇場・タウンホール　
	 ※４回（２回／２回）【岩手】

演劇ユニット 少年cycle
３1日㈯・11月1日㈰

「かくありき！」
脚本・演出＝NOMU
出演＝前田彩水　佐藤礼菜　藤乃　さとうあかり　中
畑翔子他
〈２５００円〉　３1日７時　1日11時／２時３０分開演　鶴瀬
公民館ホール	 ※３回（1回／２回）【埼玉】
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ダダ・センプチータ　おさんぽ演劇
３1日㈯・11月1日㈰

「月の流れる」
脚本・演出＝吉田有希
出演＝梁瀬えみ　サトモリサトル　坂本和　山岡よし
き
〈投げ銭方式〉　1時／３時３０分開演　登戸駅（南武線・
小田急線）周辺の野外	 ※４回（２回／２回）【神奈川】

ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」製作委
員会

３1日㈯～11月３日㈫
「『ハイキュー!!」“ゴミ捨て場の決戦”」
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〉　２日７時　３日1時　他1時
／６時開演　TOKYO DOME CITY HALL　
	 ※６回（２回／４回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月７日㈯～1４日㈯　〈９０００円〉　1０～1３日７時　他
1時／６時開演　９日休演　メルパルクホール大阪　※
1０回【大阪】　▼２1日㈯・２２日㈰　〈９０００円〉　1時／６
時開演　多賀城市民会館　※４回【宮城】　▼２８日㈯・
２９日㈰　〈９０００円〉　２８日1時／６時　２９日1時開演　
アルモニーサンク・北九州ソレイユホール　※３回
【福岡】　▼1２月４日㈮～1３日㈰　〈S席９０００円　A席
７０００円〉　５・６・1２・1３日1時／６時　他７時　７日休
演　TOKYO DOME CITY HALL　※1３回

劇団燦グリア
３1日㈮～11月４日㈬

「カメレオン賛歌」
脚本・演出＝湯川史樹　作曲＝高城香那
出演＝他大野誠　上村南美　浦田有　森崎真帆　野島
大貴
〈４０００円　生配信２５００円　アーカイブ配信３０００円〉　
３1日５時　他５時／７時３０分開演　変幻自在
	 ※５回（1回／４回）

劇団キンダースペース
３1日㈮～11月８日㈰

「手紙」
原作＝サマセットモーム　脚本・演出＝原田一樹
出演＝瀬田ひろ美　古木杏子　深町麻子　森下高志　
関戸滉生他
〈３３００円　活動支援チケット４０００円　大学・専門学
校・演劇養成所生２５００円　高校生以下1５００円〉　３1日
６時　２日７時３０分　４・６日３時／７時３０分　７日２時／

６時　他３時開演　劇団キンダースペース・アトリエ
	 ※1２回（1回／11回）

カムカムミニキーナ
３1日㈮～11月９日㈪

「燦燦七銃士～幕末エクスプレス１867～」
脚本・演出＝松村武
出演＝内藤大希　清水宏　池田有希子　今奈良孝行　
谷知恵他
〈６５００円〉　３1日７時　1・９日２時　３・８日1２時３０分／
５時　７日1時／６時　 他２時／７時開演　５日休演　
ザ・スズナリ	 ※1５回（1回／1４回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1４日㈯・1５日㈰　〈６５００円〉　1４日1時／６時　
1５日1時開演　近鉄アート館　※３回【大阪】　▼1８日
㈬　〈４０００円　1８歳以下1５００円〉　1時開演　まつもと
市民芸術館・小ホール　※1回【長野】

《１１月》

ジュニアミュージカル劇団Little★Star-team 
Earth―vol.4

1日㈰
「READY GO!」
脚本・演出＝虎本剛
出演＝和泉有真　劇団Little★Star
〈２３００円　２歳以下膝上観覧無料〉　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　
	 ※２回【大阪】

市民劇団美洲座
1日㈰

「Aphrodite 三島由紀夫物語」
脚本＝石原志乃武　演出＝本山貴春
出演＝中村蓮　吉富友梨奈　松村陽花　田代一香　志
道名桜
〈３０００円〉　７時開演　福岡市中央市民センター　
	 ※1回【福岡】

劇団１２０〇EN
1日㈰

「信達義民芝居　太郎右衛門」
脚本＝清野和也　演出＝齋藤勝之
出演＝那須大洋　佐川翔　安達駿希　国井沙也加　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】

全力演劇
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ダダ・センプチータ　おさんぽ演劇
３1日㈯・11月1日㈰

「月の流れる」
脚本・演出＝吉田有希
出演＝梁瀬えみ　サトモリサトル　坂本和　山岡よし
き
〈投げ銭方式〉　1時／３時３０分開演　登戸駅（南武線・
小田急線）周辺の野外	 ※４回（２回／２回）【神奈川】

ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」製作委
員会

３1日㈯～11月３日㈫
「『ハイキュー!!」“ゴミ捨て場の決戦”」
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〉　２日７時　３日1時　他1時
／６時開演　TOKYO DOME CITY HALL　
	 ※６回（２回／４回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月７日㈯～1４日㈯　〈９０００円〉　1０～1３日７時　他
1時／６時開演　９日休演　メルパルクホール大阪　※
1０回【大阪】　▼２1日㈯・２２日㈰　〈９０００円〉　1時／６
時開演　多賀城市民会館　※４回【宮城】　▼２８日㈯・
２９日㈰　〈９０００円〉　２８日1時／６時　２９日1時開演　
アルモニーサンク・北九州ソレイユホール　※３回
【福岡】　▼1２月４日㈮～1３日㈰　〈S席９０００円　A席
７０００円〉　５・６・1２・1３日1時／６時　他７時　７日休
演　TOKYO DOME CITY HALL　※1３回

劇団燦グリア
３1日㈮～11月４日㈬

「カメレオン賛歌」
脚本・演出＝湯川史樹　作曲＝高城香那
出演＝他大野誠　上村南美　浦田有　森崎真帆　野島
大貴
〈４０００円　生配信２５００円　アーカイブ配信３０００円〉　
３1日５時　他５時／７時３０分開演　変幻自在
	 ※５回（1回／４回）

劇団キンダースペース
３1日㈮～11月８日㈰

「手紙」
原作＝サマセットモーム　脚本・演出＝原田一樹
出演＝瀬田ひろ美　古木杏子　深町麻子　森下高志　
関戸滉生他
〈３３００円　活動支援チケット４０００円　大学・専門学
校・演劇養成所生２５００円　高校生以下1５００円〉　３1日
６時　２日７時３０分　４・６日３時／７時３０分　７日２時／

６時　他３時開演　劇団キンダースペース・アトリエ
	 ※1２回（1回／11回）

カムカムミニキーナ
３1日㈮～11月９日㈪

「燦燦七銃士～幕末エクスプレス１867～」
脚本・演出＝松村武
出演＝内藤大希　清水宏　池田有希子　今奈良孝行　
谷知恵他
〈６５００円〉　３1日７時　1・９日２時　３・８日1２時３０分／
５時　７日1時／６時　 他２時／７時開演　５日休演　
ザ・スズナリ	 ※1５回（1回／1４回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼11月1４日㈯・1５日㈰　〈６５００円〉　1４日1時／６時　
1５日1時開演　近鉄アート館　※３回【大阪】　▼1８日
㈬　〈４０００円　1８歳以下1５００円〉　1時開演　まつもと
市民芸術館・小ホール　※1回【長野】

《１１月》

ジュニアミュージカル劇団Little★Star-team 
Earth―vol.4

1日㈰
「READY GO!」
脚本・演出＝虎本剛
出演＝和泉有真　劇団Little★Star
〈２３００円　２歳以下膝上観覧無料〉　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　
	 ※２回【大阪】

市民劇団美洲座
1日㈰

「Aphrodite 三島由紀夫物語」
脚本＝石原志乃武　演出＝本山貴春
出演＝中村蓮　吉富友梨奈　松村陽花　田代一香　志
道名桜
〈３０００円〉　７時開演　福岡市中央市民センター　
	 ※1回【福岡】

劇団１２０〇EN
1日㈰

「信達義民芝居　太郎右衛門」
脚本＝清野和也　演出＝齋藤勝之
出演＝那須大洋　佐川翔　安達駿希　国井沙也加　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】

全力演劇
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1日㈰・２日㈪
「北山形信用金庫」
脚本＝後藤ひろひと　脚色＝全力演劇　演出＝石川
kenjiro–
出演＝小坂梨緒　新関麻美　佐藤名月　三島イチロー　
吹雪ビュン他
〈1８００円〉　1日1時／６時　２日６時３０分開演　山形市
民会館	 ※３回【山形】

虚空旅団
1日㈰～３日㈫

「雪間の草」
脚本・演出＝高橋恵
出演＝浅雛拓　八田麻住　田米カツヒロ
〈２５００円〉　11時／３時開演　さかい利晶の杜　
	 ※６回【大阪】

エヌオーフォー No.4
1日㈰～1５日㈰

「5 years after」
脚本・演出＝堤泰之
出演＝納谷健　杉江大志　池岡亮介　長江崚行
〈５５００円〉　２・４～６・1０～1３日２時／７時　他1時／６
時３０分開演　９日休演　赤坂RED/THEATER　
	 ※２８回

劇団フライングステージ
２日㈪～８日㈰

「Rights, Light ライツ ライト」
脚本・演出＝関根信一
出演＝石坂純　石関準　岸本啓孝　清水泰子　関根信
一他
〈３５００円　学生２５００円〉　２日７時３０分　４～６日３時／７
時３０分　他３時／７時開演　OFF・OFFシアター
	 ※1３回

立教大学演劇研究会
３日㈫

「AO」
脚本・演出＝内田夏鈴
出演＝益田果穂　橋脇ななみ　小川理沙　萩原汐音　
角田拓紀他
〈無料〉　1時５０分開演　３０日までアーカイブ配信あり　
立教大学SPF公式YouTubeチャンネル	 ※1回

東京シェイクスピア・カンパニードラマティック・
リーディング　

３日㈫・４日㈬
「冬物語」

脚本・演出＝江戸馨
出演＝つかさまり　大久保洋太郎　原元太仁　丹下一　
山丸莉菜他
〈２２００円　オンライン配信1５００円〉　３日1時３０分／６
時　４日７時３０分開演　ステージカフェ下北沢亭
	 ※３回

feblaboプロデュース
３日㈫～1０日㈫

「はかりしれない光をもつもの」
脚本＝奥田悟史　加糖熱量　フジタタイセイ　目崎剛　
演出＝池田智哉
出演＝河村慎也　佐藤奨陛　高村颯志　阿部遊劇手　
梅田優作他
〈３５００円　応援チケット４５００円　２２歳以下２０００円〉　
４・５日８時　６・９・1０日３時／８時　他２時／７時開演　
新宿シアター・ミラクル	 ※1４回

三栄町LIVE×演劇ユニット愚者愚者
３日㈫～1５日㈰

「鵜呑む人。」
脚本・演出＝演劇ユニット愚者愚者
出演＝演劇ユニット愚者愚者
〈４０００円〉　３日６時　６・1３日２時　７・1４日２時／６時　
８・1５日1時／５時　他７時３０分開演　９日休演　三栄
町LIVE STAGE	 ※1６回

劇団東演
３日㈫～1５日㈰

「霞晴れたら」
脚本・演出＝ふたくちつよし
出演＝腰越夏水　尾崎節子　古田美奈子　東さわ子　
絈野二紗子他
〈４５００円　６５歳以上４０００円　２５歳以下２５００円〉　３・1４
日４時　５・７・８・11・1５日２時　９・1２日２時／７時　
他７時開演　東演パラータ	 ※1５回

劇団東京トライアングル
４日㈬～８日㈰

「ヒツミ」
脚本・演出＝小林英樹
出演＝足立りょう太　石井寿美　金子和稔　河野智之　
小林優子他
〈４０００円〉　４日７時　８日２時　他２時／７時開演　萬劇
場	 ※８回

Alexandrite Stage
４日㈬～８日㈰

「Three Kingdoms～赤壁・戦略編～」

演劇年鑑 2021



324

脚本・演出＝野口大輔
出演＝赤井英和　安達優菜　足立英昭　池下重大　は
らみか他
〈1００００円　８０００円〉　８日1時３０分　他1時３０分／６時
３０分開演　CBGKシブゲキ‼	 ※９回

げんこつ団
４日㈬～８日㈰

「ダイヤのモンド」
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　池田玲子　三
明真実他
〈４２００円〉　７日２時３０分／７時３０分　８日３時　他７時３０
分開演　駅前劇場	 ※６回

イレブンナイン
４日㈬～８日㈰

「太陽系第三惑星異常なし」
脚本＝斎藤歩　演出＝納谷真大
出演＝梅原たくと　坂口紅羽　内崎帆乃香　沢井星香　
上總真奈他
〈２８００円　学生1８００円　高校生以下1０００円〉　７日２時
／７時　８日1時／６時　他７時３０分開演　サンピアザ
劇場	 ※７回【北海道】

小松台東
４日㈬～1５日㈰

「シャンドレ」
脚本・演出＝松本哲也
出演＝瓜生和成　今村裕次郎　松本哲也　森崎健康
〈３５００円〉　６・11・1２日２時／７時３０分　７・1４日２時
／７時　８・1５日２時　他７時３０分開演　９日休演　こ
まばアゴラ劇場	 ※1６回

劇団ZIG.ZAG.BITE
４日㈬～1８日㈬

「露出狂」
脚本＝中屋敷法仁　演出＝到生
出演＝紅月まき　江越暉　萩尾ひなこ　佐藤柚葉　足
立万実他
〈３５００円〉　７・８・1４・1５日1時／６時　他７時３０分開
演　５・1２日休演　甘棠館show劇場	 ※1７回【福岡】

劇団つばめ組
５日㈭～８日㈰

「桜の園　四幕の喜劇」
原作＝チェーホフ　翻訳＝松下裕　上演台本・演出＝
仲条裕
出演＝高橋花子　石倉研史郎　戸塚有紀　大西達之介　

千葉加奈子他
〈４５００円〉　５日７時　６日２時／７時　７日1時／６時　８
日1２時／５時開演　シアターグリーン BASE THEAT
ER	 ※７回

日穏―bion―
５日㈭～８日㈰

「初恋２０２０」
脚本＝岩瀬晶子　演出＝たんじだいご
出演＝伊原農　岩瀬晶子　服部晃大　中島愛子
〈４２００円　配信＆アフタートーク２８００円〉　５日７時３０
分　６日２時／７時３０分　７日1時／６時　８日1２時／４
時開演　シアター風姿花伝	 ※７回

PRAY▶
５日㈭～８日㈰

「滝の白糸」
原作＝泉鏡花　演出＝桂佑輔
出演＝河合宥季　阿部力
〈６０００円　学生２０００円〉　５日1時／６時　６日1時　７日
1時／６時　８日11時３０分開演　すみだパークシアター
倉	 ※６回

劇団シャイニング
５日㈭～８日㈰

「BLOODY SHADOWS」
脚本＝ほさかよう　演出＝児玉明子
出演＝仲田博喜　高本学　秋葉友佑　根本正勝　岸本
卓也他
〈1００００円〉　７日1時／６時　８日1時　他２時／７時開演　
THEATRE１０１０	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1９日㈭～２３日㈪　〈1００００円〉　２1・２２日1時／６時　
２３日1時　他７時開演　COOL JAPAN PARK OSA
KA・WWホール　※７回【大阪】

劇団伽羅倶梨
５日㈭～９日㈪

「おどろん狂想曲 ♪第二楽章♪」
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　
黒岩良寛他
〈３８００円　中高生２８００円　小学生1８００円〉　７・９日２時
／７時　８日11時／４時　他２時／７時３０分開演　KAR
AKURIスタジオ	 ※1０回【大阪】

ぽこぽこクラブ
５日㈭～1５日㈰

「SHELTER」
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脚本・演出＝野口大輔
出演＝赤井英和　安達優菜　足立英昭　池下重大　は
らみか他
〈1００００円　８０００円〉　８日1時３０分　他1時３０分／６時
３０分開演　CBGKシブゲキ‼	 ※９回

げんこつ団
４日㈬～８日㈰

「ダイヤのモンド」
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　池田玲子　三
明真実他
〈４２００円〉　７日２時３０分／７時３０分　８日３時　他７時３０
分開演　駅前劇場	 ※６回

イレブンナイン
４日㈬～８日㈰

「太陽系第三惑星異常なし」
脚本＝斎藤歩　演出＝納谷真大
出演＝梅原たくと　坂口紅羽　内崎帆乃香　沢井星香　
上總真奈他
〈２８００円　学生1８００円　高校生以下1０００円〉　７日２時
／７時　８日1時／６時　他７時３０分開演　サンピアザ
劇場	 ※７回【北海道】

小松台東
４日㈬～1５日㈰

「シャンドレ」
脚本・演出＝松本哲也
出演＝瓜生和成　今村裕次郎　松本哲也　森崎健康
〈３５００円〉　６・11・1２日２時／７時３０分　７・1４日２時
／７時　８・1５日２時　他７時３０分開演　９日休演　こ
まばアゴラ劇場	 ※1６回

劇団ZIG.ZAG.BITE
４日㈬～1８日㈬

「露出狂」
脚本＝中屋敷法仁　演出＝到生
出演＝紅月まき　江越暉　萩尾ひなこ　佐藤柚葉　足
立万実他
〈３５００円〉　７・８・1４・1５日1時／６時　他７時３０分開
演　５・1２日休演　甘棠館show劇場	 ※1７回【福岡】

劇団つばめ組
５日㈭～８日㈰

「桜の園　四幕の喜劇」
原作＝チェーホフ　翻訳＝松下裕　上演台本・演出＝
仲条裕
出演＝高橋花子　石倉研史郎　戸塚有紀　大西達之介　

千葉加奈子他
〈４５００円〉　５日７時　６日２時／７時　７日1時／６時　８
日1２時／５時開演　シアターグリーン BASE THEAT
ER	 ※７回

日穏―bion―
５日㈭～８日㈰

「初恋２０２０」
脚本＝岩瀬晶子　演出＝たんじだいご
出演＝伊原農　岩瀬晶子　服部晃大　中島愛子
〈４２００円　配信＆アフタートーク２８００円〉　５日７時３０
分　６日２時／７時３０分　７日1時／６時　８日1２時／４
時開演　シアター風姿花伝	 ※７回

PRAY▶
５日㈭～８日㈰

「滝の白糸」
原作＝泉鏡花　演出＝桂佑輔
出演＝河合宥季　阿部力
〈６０００円　学生２０００円〉　５日1時／６時　６日1時　７日
1時／６時　８日11時３０分開演　すみだパークシアター
倉	 ※６回

劇団シャイニング
５日㈭～８日㈰

「BLOODY SHADOWS」
脚本＝ほさかよう　演出＝児玉明子
出演＝仲田博喜　高本学　秋葉友佑　根本正勝　岸本
卓也他
〈1００００円〉　７日1時／６時　８日1時　他２時／７時開演　
THEATRE１０１０	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1９日㈭～２３日㈪　〈1００００円〉　２1・２２日1時／６時　
２３日1時　他７時開演　COOL JAPAN PARK OSA
KA・WWホール　※７回【大阪】

劇団伽羅倶梨
５日㈭～９日㈪

「おどろん狂想曲 ♪第二楽章♪」
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　
黒岩良寛他
〈３８００円　中高生２８００円　小学生1８００円〉　７・９日２時
／７時　８日11時／４時　他２時／７時３０分開演　KAR
AKURIスタジオ	 ※1０回【大阪】

ぽこぽこクラブ
５日㈭～1５日㈰

「SHELTER」
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脚本＝杉浦一輝　演出＝三上陽永
出演＝渡辺芳博　坂本健　高橋玄太　三上陽永　杉浦
一輝他
〈４０００円　学生・オンライン生配信３０００円〉　７・11・
1２・1４日２時／７時　８日1時／６時　1５日1時　他７時
開演　９日休演　オメガ東京	 ※1５回

CCCreation
５日㈭～1５日㈰

「Phantom Quest ファントム　クエスト」
脚本・演出・作曲＝浅井さやか
出演＝白服　とみたけ　にーちゃん　野崎弁当他
〈９２００円　７７００円　配信視聴券３９００円〉　７・８・1４・
1５日1２時／５時　９・1３日1時／７時　他７時開演　1０
日休演　HY TOWN HALL	 ※1６回

ENGISHA THEATER COMPANY
６日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝増倉佑美　内海錬人　久留飛雄己　大地葵　松
田周他
〈２０００円　オンライン配信チケット1０００円〉　８時開演　
KISYURYURI THEATER	 ※1回

かるがも団地
６日㈮～８日㈰

「君の街によなよな！」
脚本・演出＝藤田恭輔
出演＝河村凌　谷川清夏　稲垣隼　香西守　古戸森陽
乃他
〈２５００円　配信観劇チケット1２００円〉　６日８時　７日1
時／４時／８時　８日1２時／３時／６時開演　スタジオ
空洞	 ※７回

地点
６日㈮～８日㈰

「ワーニャ伯父さん」
脚本＝アントン・チェーホフ　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　アンダースロー
	 ※３回

GRINDER–MAN　YouTube Liveストリーミング
配信

６日㈮～８日㈰
「獅子と仁人」
脚本・演出＝GRINDER–MAN

出演＝創作エイサーLUCK　皆川まゆむ　森井淳　畑
中正人　鎌野愛
〈無料配信〉　６日６時　７日７時　８日1時開演　宜野座
村文化センターがらまんホール	 ※３回【沖縄】

あみゅーず・とらいあんぐる　リーディング公演
６日㈮～８日㈰

「F・I・G・H・T～いつも一緒に～」
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　思い野未帆　中村ユリ　
上畑圭市他
〈２５００円　２２歳以下２０００円〉　６日３時／７時３０分　７日
２時／６時　８日11時／３時開演　ウイングフィールド
	 ※６回【大阪】

京央惨事短編集
６日㈮～９日㈪

「京央円線」
脚本・演出＝鈴木のすり　演出＝花岡南帆子
出演＝花岡南帆子　青海雄一　丸元浩司
〈３０００円　配信1５００円〉　６日７時　７日２時／７時　８日
３時／８時　９日1時／７時開演　新宿眼科画廊	 ※７回

劇団プレステージ
６日㈮～1０日㈫

「浅草チャンバラ・メリーゴーランド」
脚本・演出＝福島カツシゲ
出演＝岩田玲　株元英彰　向野章太郎　坂田直貴　秀
光他
〈６５００円〉　６日６時３０分　９日２時／６時３０分　1０日３時　
他1時／５時開演　浅草花劇場	 ※８回

２２２3project　劇団晴天
６日㈮～1５日㈰

「曇天短編集」vol.２
脚本・演出＝大石晟雄
出演＝櫻井竜彦　函波窓　つかてつお　永田涼香　近
藤陽子他
〈４０００円　高校生以下1０００円〉　７・1０・1４日２時／７時
３０分　８・1５日２時　他７時３０分開演　９日休演　花ま
る学習会王子小劇場	 ※1２回

劇団俳優座
６日㈮～２２日㈰

「火の殉難」
脚本＝古川健　演出＝川口啓史
出演＝岩崎加根子　加藤佳男　平田朝音　河野正明　
島英臣他
〈５５００円　６５歳以上４８００円　学生３８５０円　ハンディ
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キャップ３３００円〉　７・８・1０・11・1４～1６・1８～２２日
２時　他７時開演　1３日休演　劇団俳優座5F稽古場
	 ※1６回

trapezist
７日㈯

「クラス」
脚本・演出＝中尾雛子
出演＝瀬川花乃子　紫藤拓磨　細谷天歩　水無月光梨　
褚他
〈無料〉　11時２０分開演　早稲田大学１6号館3１１教室
（YouTube LIVEにて生配信）	 ※1回

9PROJECT
７日㈯・８日㈰

「熱海殺人事件―１973初演版―｣
脚本=つかこうへい　演出=渡辺和徳
出演=小川智之　岩崎祐也　高野愛　仲道和樹
〈３５００円	学生２５００円〉	７日２時　８日1時開演　神戸三
宮シアター・エートー	 ※２回【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼11日㈬～1５日㈰　〈３５００円　学生２５００円　ライブ配
信２５００円〉　1３日２時／７時　1４日1時／６時　1５日1時
／５時　他７時開演　新宿スターフィールド　※８回

幻想芸術集団Les Miroirs
７日㈯・８日㈰

｢Galateia―ガラテイア―」
脚本・演出＝a–m.Lully
出演＝朝霞ルイ　武川美聡　中川朝子　榎本淳　坂本
育子
〈３８００円	配信公演２５００円〉	７日３時／７時	８日1時／５時
開演　シアターシャイン	 ※４回

演劇ユニット　4１X46
７日㈯・８日㈰

「雨の随に（あめのまにまに）」
脚本・演出＝館宗武
出演＝庭田育美　柳木斎希　佐藤みほ　神弥生　梅木
彩羽他
〈２０００円	学生1０００円〉	７日６時３０分	８日1時３０分開演　
扇谷記念スタジオ・シアターZOO	 ※２回【北海道】

穂の国とよはし芸術劇場PLAT
７日㈯・８日㈰

｢高校生と創る演劇『Yに浮かぶ』」
脚本・演出＝藤原佳奈
出演＝赤石さくら　石井綾華　伊藤大晃　今村絆那　
大久保奏美他

〈２０００円　２５歳以下1０００円　高校生以下５００円〉	７日1
時／６時	８日1時／５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】

PROMAX
７日㈯～1５日㈰

「Oh My Diner」
脚本・演出＝三浦香
出演＝三浦宏規　増子敦貴　諸星翔希　神里優希　田
中涼星他
〈９８００円〉	７日６時　９・1０・1３日７時　11・1２日２時／
７時　1５日1時　他1時／６時開演　ステラボール
	 ※1３回

堺国際市民劇団
９日㈪

「PANDEMIC OF WORDS」
脚本＝西原亮　演出＝田村佳代
出演＝鍋海光　畑みゆき　畑すみれ　髙田理子　真渕
豪他
〈1０００円〉	７時開演　堺能楽会館	 ※1回【大阪】

孵化器・ドアの翅
1０日㈫

「孵化器・ドアの翅」
脚本・演出＝今井祥子
出演＝原田美緒
〈無料〉	２時／５時／７時開演　ドイツ文化センター（ホ
ワイエ）	 ※３回

壱人前企画
1０日㈫～1５日㈰

｢死ヌ事典_ars_moriendi」
脚本・演出＝岡本貴也
出演＝和合真一　日野原希美　有希九美　松沢英明　
佐瀬弘幸他
〈７０００円〉	1２～1４日２時／７時　1５日1２時/４時　他７時
開演　ザ・ポケット	 ※1０回

SPIRAL MOON　短編戯曲朗読公演
1０日㈫～1５日㈰

「物語のあるところ」
脚本＝横田雄紀　長堀博士　波田野淳紘　演出＝秋葉
舞滝子
出演＝牧野達哉　河嶋政規　小磯一斉　船戸慎士　豊
田真弓他
〈４０００円〉	1０日７時３０分　1４日２時／６時　1５日２時　
他２時／７時３０分開演　｢劇｣小劇場	 ※1０回
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遅咲会
1０日㈫～1５日㈰

「どんでん返しを求めて」
脚本・演出＝水谷健吾
出演＝中川ミコ　菅野英樹　鈴木浩文　比嘉奈菜子　
太田純平他
〈５０００円〉　1２・1３日２時／７時　1４日1時／６時　1５日
1２時／４時　他７時開演　サンモールスタジオ
	 ※1０回

カプセル兵団
11日㈬～1５日㈰

「時系列で読むギリシャ神話」
脚本・演出＝吉久直志
出演＝伊藤栄次　こぶしのぶゆき　植村喜八郎　北出
浩二　中澤まさとも他
〈４０００円　オンラインチケット３０００円〉　1４・1５日1時
／５時　他７時開演　パフォーミングギャラリー＆カ
フェ『絵空箱』	 ※７回

ProjectK
11日㈬～1５日㈰

「無音」
脚本・演出＝小出侑門
出演＝藤代海　冨樫結菜　坂巻学　山岸拓生　深町友
里恵他
〈７０００円〉　他２時／７時　1５日1２時／４時開演　中目
黒キンケロ・シアター	 ※1０回

愛伝一家
11日㈬～1５日㈰

「１１月１１日、あめときどき馬ところにより鹿」
脚本・演出＝藤代知己
出演＝中村翠　柚木綾介　藤代知己　福原龍彦　水瀬
まなみ他
〈４５００円〉　11日７時　1５日1時／５時　他２時／７時開
演　シアターKASSAI	 ※９回

Alexandrite Stage
11日㈬～1５日㈰

「Three Kingdoms～赤壁・合戦編～」
脚本・演出＝野口大輔
出演＝山口馬木也　志村倫生　藤岡沙也香　森田和正　
大野愛他
〈1００００円　８０００円〉　1５日1時３０分　他1時３０分／６時
３０分開演　THEATRE１０１０	 ※９回

ゾノノキカク
11日㈬～1５日㈰

「あきらめて家族」
脚本・演出＝矢島弘一
出演＝川原田樹　中薗菜々子
〈３０００円〉　1２日２時／７時　1４日1時／６時　1５日1時　
他７時開演　シアター7１１	 ※７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月1２日㈯・1３日㈰　〈３０００円　２４歳以下1５００円〉　
1２日７時　1３日２時開演　北九州芸術劇場・小劇場　
※２回【福岡】

劇団娯楽天国
11日㈬～1５日㈰

「娯楽天国“大感謝祭”」
脚本＝遊佐明日香　脚本・演出＝小倉昌之
出演＝高畑加寿子　沢井エリカ　吉田雄亮　鷲巣知行　
山王泰彦他
〈２５００円〉　11日７時　1４・1５日1時／５時　他２時／７
時開演　萬劇場	 ※９回

占子の兎
11日㈬～1５日㈰

「座布団劇場　〽諦めましたよどう諦めた　諦められぬと
諦めた　アァコリャコリャ」
脚本・演出＝今井耕二
出演＝牛島摩弓　寺澤美央　しみず由紀　四宮勘一　
細目昌宏他
〈３０００円〉　1３・1４日２時／７時　1４日２時　他７時開演　
阿佐谷ワークショップ	 ※７回

Asia Xeed of K–FRONT
11日㈬～1５日㈰

「7２時間」
脚本＝尾﨑雅之　演出＝加賀真也
出演＝五十嵐睦美　熊本弥文　綾垣静　渡辺優美　安
藤彩他
〈４０００円〉　11日７時　1５日1時３０分　他1時３０分／７時
開演　テアトルBONBON	 ※８回

劇団アレン座
11日㈬～1６日㈪

「いい人間の教科書。」
脚本・演出＝鈴木茉美
出演＝朝田淳弥　栗田学武　橋本全一　武藤賢人　磯
野大他
〈９６００円　７６００円〉　1３日２時／７時　1４・1６日1時／６
時　1６日３時　他７時開演　すみだパークシアター倉
	 ※９回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２０日㈮～２２日㈰　〈９６００円　７６００円〉　２０日７時　
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２1日1時／６時　２２日1時開演　HEP HALL　※４回
【大阪】

甘噛み
11日㈬～1５日㈰

「ベタースイッチ」
脚本＝澤井愛里　演出＝田村孝裕
出演＝石田茜子　市川千紘　大城智哉　工藤彩加　来
実あすか他
〈３０００円　オンラインチケット２５００円〉　11日７時３０分　
1４・1５日２時／６時　他２時／７時３０分開演　中野スタ
ジオあくとれ	 ※９回

新派の子
1２日㈭

「新派な夕べ　劇場で会えなかったあなたのために」
脚本・演出＝新派の子
出演＝鴫原桂　川上彌生　波乃久里子　水谷八重子　
河合雪之丞他
〈４５００円　オンライン配信一幕1０００円　通し２８００円〉　
５時開演　六行会ホール	 ※1回

ねこMam–MA
1２日㈭

「時雨の日～山村幸子の人生～」
脚本・演出＝高倉良文
出演＝高橋朋伽　花田千紘　作山嘉規　朴贊革　高倉
良文他
〈４０００円〉　７時開演　しもきたDAWN	 ※1回

追手門学院大学舞台表現プロジェクトSTEP
1２日㈭～1４日㈯

「あいまい宝島」
脚本＝長谷基弘　演出＝横手修
出演＝池田駿介　石橋凜　雜喉侑大　田原愛華　辻桃
菜他
〈無料〉　1４日11時／２時　他６時３０分開演　追手門学
院大学安威キャンパス・学生会館展示室　
	 ※４回【大阪】

take in～stack up comedy～
1２日㈭～1５日㈰

「Belle rouge!–０–」
脚本＝小谷彩智　脚本・演出＝斉藤武志
出演＝進藤真瞳　土本紗希　小林紗瑛　佐藤江梨香
〈４０００円　高校生以下３０００円〉　1２日７時　1３日２時／
７時　1４日２時／６時　1５日２時開演　ウッディシア
ター中目黒	 ※６回

劇団「地蔵中毒」
1２日㈭～1５日㈰

「おめかし、鉄下駄、総本山～削ればカビも大丈夫～」
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　hoc
oten　立川がじら他
〈３５００円　配信２０００円〉　1２日７時　1５日1時／５時　
他２時／７時開演　駅前劇場	 ※７回

CorneliusCockBlue（s）
1２日㈭～1５日㈰

「サブリナ・サブリナ・サブリナ」
脚本＝西田彩夏　脚本・演出＝マエダヒロユキ　
出演＝CorneliusCockBlue（s）
〈４０００円〉　1２日７時３０分　1３日２時／７時　1４日1時／
６時　1５日1時／５時開演　シアターシャイン	 ※７回

寝れない部屋
1２日㈭～1５日㈰

「多摩境にて、爆ぜる」
脚本・演出＝寝れない部屋
出演＝寝れない部屋
〈４０００円〉　1５日1２時／５時　他２時／７時開演　OFF・
OFFシアター	 ※８回

劇団FREESIZE
1２日㈭～1５日㈰

「この作品はフィクションであり、実在する人物、団体
等とは一切関係ありません ２０２０」
脚本・演出＝いよく直人
出演＝中村利裕　龍太郎　陽　谷もも　長井愛彩他
〈４５００円〉　1２日７時　1３日２時／７時　他1時／６時開
演　d–倉庫	 ※７回

オフィス上の空
1２日㈭～２３日㈪

「東京ノ空ハ、タダ蒼ク」
脚本・演出＝久具巨林
出演＝市瀬美和　井上麗夢　大谷美紅　三浦真由　藍
澤慶子他
〈４２００円　マスク付きチケット５７００円〉　1４・1５・２1
日1時／４時３０分／８時　1７～２０日４時３０分／８時　２２
日1時／４時３０分　２３日1２時／４時　他８時開演　新中
野ワニズホール（Waniz Hall）	 ※２４回

劇団虚幻癖
1２日㈭～２３日㈪

「Fairy Land」「に灼かれて」
脚本・演出＝島岡昌平
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出演＝山村維澄　松井翔吾　三井伸介　加藤亜実　福
永莉子他
〈４０００円〉　1４～1６・1９～２２日２時／７時　２３日1時／５
時　他７時開演　Geki地下Liberty	 ※２０回

劇団・木製ボイジャー１4号
1２日㈭～２３日㈪

「K氏は青春に坐し、涙した。」
脚本・演出＝前田透
出演＝安藤ユーキ　赤塚汰雅　井上嵩之　近江和奈　
前田透他
〈２３００円　学生1８００円〉　1４日２時／７時　1５日1２時／
４時　他８時開演　扇谷記念スタジオ・シアターZOO
	 ※６回【北海道】

ENGISHA THEATER COMPANY
1３日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝中村なつ美　山田将平　金子辰一郎　大竹華　
宮谷翠他
〈２０００円　オンライン配信1０００円〉　８時開演　KISY
URYURI THEATER	 ※1回

グンジョーブタイ
1３日㈮～1５日㈰

「ニンゲン畜生奇譚」
脚本＝佃典彦　演出＝深海哲哉
出演＝深海哲哉　梅田麻衣　河原翔太　泉晟　正木憧
子他
〈３３００円　２５歳以下２５００円　高校生以下1５００円〉　1３
日７時　1４日1時／７時　1５日11時／４時開演　JMS
アステールプラザ 多目的スタジオ	 ※５回【広島】

劇団ガールズファンタジー
1３日㈮～1５日㈰

「涙を虹に～放物線の描く夢～」
脚本＝森下健土　演出＝尾澤ショータロー
出演＝安田友依　BANRI　岩藤小町　西川陽菜　芳
本紗良他
〈４８００円〉　1３日７時　1４日1２時／３時３０分／７時　1５
日1２時／３時３０分開演　HEP HALL	 ※６回【大阪】

放課後ビアタイム
1３日㈮～1５日㈰

「十度目の乾杯」
脚本・演出＝蜂巣和紀
出演＝蜂巣和紀　古野あきほ　麻生金三　長橋有沙　
青柳伽奈他

〈４０００円〉　1５日1時／５時３０分　他２時／６時３０分開演　
ステージカフェ下北沢亭	 ※６回

架空の劇団
1３日㈮～1５日㈰

「風流怪談 八本桜 劇場版」
脚本＝高橋拓　演出＝くらもちひろゆき
出演＝藤原瑞基　福士晴彦　おおしだまご　川村英　
藤原五月他
〈２３００円　大学生1０００円　高校生以下５００円〉　1３日７
時　1４日２時／７時　1５日11時開演　盛岡劇場・タウ
ンホール	 ※４回【岩手】

無情報（ノーインフォメーション）
1３日㈮～1６日㈪

「スリッパ・ウェスタン」
脚本＝ガクカワサキ　演出＝無情報
出演＝丸山龍星　倉沢しえり　藍　市原一平　上竹京
加他
〈６０００円　４５００円〉　1３日７時　1４日２時／７時　1５日
1２時／４時／７時　1６日５時開演　ザムザ阿佐谷　
	 ※７回

柿喰う客
1３日㈮～２２日㈰

「夜盲症」
脚本・演出＝中屋敷法仁
出演＝永田紗茅　福井夏　長尾友里花　齋藤明里　北
村まりこ他
〈４０００円　２３歳以下２８００円　 高校生以下1８００円〉　
1４・２1日２時／６時　1５・２２日２時　1６・1９・２０日３時
／７時３０分　他７時３０分開演　1７日休演　ザ・スズナ
リ	 ※1４回

青年団若手自主企画 堀企画
1３日㈮～２３日㈪

「水の駅」
脚本＝太田省吾　演出＝堀夏子
出演＝近藤強　藤谷みき　木村巴秋　黒澤多生　北村
美岬他
〈３０００円　２５歳以下２５００円〉　1４・２1日２時／６時　1９
日２時／７時３０分２２・２３日２時　他７時３０分開演　1７日
休演　アトリエ春風舎	 ※1３回

シーエイティプロデュース
1３日㈮～３０日㈪

「フリー・コミティッド」
脚本＝ベッキー・モード　演出＝千葉哲也
出演＝成河
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２1日1時／６時　２２日1時開演　HEP HALL　※４回
【大阪】

甘噛み
11日㈬～1５日㈰

「ベタースイッチ」
脚本＝澤井愛里　演出＝田村孝裕
出演＝石田茜子　市川千紘　大城智哉　工藤彩加　来
実あすか他
〈３０００円　オンラインチケット２５００円〉　11日７時３０分　
1４・1５日２時／６時　他２時／７時３０分開演　中野スタ
ジオあくとれ	 ※９回

新派の子
1２日㈭

「新派な夕べ　劇場で会えなかったあなたのために」
脚本・演出＝新派の子
出演＝鴫原桂　川上彌生　波乃久里子　水谷八重子　
河合雪之丞他
〈４５００円　オンライン配信一幕1０００円　通し２８００円〉　
５時開演　六行会ホール	 ※1回

ねこMam–MA
1２日㈭

「時雨の日～山村幸子の人生～」
脚本・演出＝高倉良文
出演＝高橋朋伽　花田千紘　作山嘉規　朴贊革　高倉
良文他
〈４０００円〉　７時開演　しもきたDAWN	 ※1回

追手門学院大学舞台表現プロジェクトSTEP
1２日㈭～1４日㈯

「あいまい宝島」
脚本＝長谷基弘　演出＝横手修
出演＝池田駿介　石橋凜　雜喉侑大　田原愛華　辻桃
菜他
〈無料〉　1４日11時／２時　他６時３０分開演　追手門学
院大学安威キャンパス・学生会館展示室　
	 ※４回【大阪】

take in～stack up comedy～
1２日㈭～1５日㈰

「Belle rouge!–０–」
脚本＝小谷彩智　脚本・演出＝斉藤武志
出演＝進藤真瞳　土本紗希　小林紗瑛　佐藤江梨香
〈４０００円　高校生以下３０００円〉　1２日７時　1３日２時／
７時　1４日２時／６時　1５日２時開演　ウッディシア
ター中目黒	 ※６回

劇団「地蔵中毒」
1２日㈭～1５日㈰

「おめかし、鉄下駄、総本山～削ればカビも大丈夫～」
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　hoc
oten　立川がじら他
〈３５００円　配信２０００円〉　1２日７時　1５日1時／５時　
他２時／７時開演　駅前劇場	 ※７回

CorneliusCockBlue（s）
1２日㈭～1５日㈰

「サブリナ・サブリナ・サブリナ」
脚本＝西田彩夏　脚本・演出＝マエダヒロユキ　
出演＝CorneliusCockBlue（s）
〈４０００円〉　1２日７時３０分　1３日２時／７時　1４日1時／
６時　1５日1時／５時開演　シアターシャイン	 ※７回

寝れない部屋
1２日㈭～1５日㈰

「多摩境にて、爆ぜる」
脚本・演出＝寝れない部屋
出演＝寝れない部屋
〈４０００円〉　1５日1２時／５時　他２時／７時開演　OFF・
OFFシアター	 ※８回

劇団FREESIZE
1２日㈭～1５日㈰

「この作品はフィクションであり、実在する人物、団体
等とは一切関係ありません ２０２０」
脚本・演出＝いよく直人
出演＝中村利裕　龍太郎　陽　谷もも　長井愛彩他
〈４５００円〉　1２日７時　1３日２時／７時　他1時／６時開
演　d–倉庫	 ※７回

オフィス上の空
1２日㈭～２３日㈪

「東京ノ空ハ、タダ蒼ク」
脚本・演出＝久具巨林
出演＝市瀬美和　井上麗夢　大谷美紅　三浦真由　藍
澤慶子他
〈４２００円　マスク付きチケット５７００円〉　1４・1５・２1
日1時／４時３０分／８時　1７～２０日４時３０分／８時　２２
日1時／４時３０分　２３日1２時／４時　他８時開演　新中
野ワニズホール（Waniz Hall）	 ※２４回

劇団虚幻癖
1２日㈭～２３日㈪

「Fairy Land」「に灼かれて」
脚本・演出＝島岡昌平
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〈８８００円〉　1４～1６・２２・２３・３０日２時　1８・２５日２時
／７時　２1・２８日1時／６時　２９日1時　 他７時開演　
1９・２６日休演　DDD AOYAMA CROSS THEAT
ER	 ※２０回

株式会社SAP　朗読劇
1４日㈯

「古事記」
脚本・演出＝株式会社SAP
出演＝古谷徹　朴璐美　白石涼子
〈５５００円　配信視聴３０００円〉　６時開演　長谷寺本堂・
内舞台	 ※1回【奈良】

げきだんかえる
1４日㈯・1５日㈰

「ぬれぎぬ　アマヤドリ「悪と自由」の三部作　第一弾より」
脚本＝広田淳一　演出＝結城全一郎　否カるキ
出演＝上野佳秋　てんて小町　とんび　児玉桃香　堀
文乃他
〈1０００円〉　1４日２時／６時　1５日11時３０分／３時開演　
イカロスの森	 ※４回【兵庫】

双身機関
1４日㈯・1５日㈰

「OKiNaのキ」
脚本・演出＝寂光根隅的父
出演＝獅子見琵琶　鈴村由紀　加藤真紀子　進智恵子　
寂光根隅的父
〈投げ銭〉　1４日２時／４時／７時　1５日11時／２時／４
時開演　双身機関・道徳ハウス	 ※６回【愛知】

立本夏山　人間劇場
1４日㈯・1５日㈰

「行人日記」
脚本＝稲垣和俊　演出＝立本夏山
出演＝福島梓　神田智史　伊原雨草　立本夏山
〈３０００円　学生・オンラインチケット２０００円〉　1４日２
時・７時　1５日1時／５時開演　SCOOL	 ※４回

小菅紘史×中川裕貴『山月記』
1４日㈯・1５日㈰

「山月記」
原作＝中島敦　音楽・演奏＝中川裕貴
出演＝小菅紘史
〈２３００円〉　７時３０分開演　アバンギルド　
	 ※２回【京都】

二度寝で死にたいズ
1４日㈯・1５日㈰

「山田さんちの家族計画」
脚本＝二度寝で死にたいズ　演出＝夏目大介
出演＝桐原直幸　上西祥太郎　上松遼平　齋藤寛貴
〈２０００円〉　1４日７時　1５日３時・７時開演　演劇専用小
劇場BLOCH	 ※３回【北海道】

シアタープランニングネットワーク　ホスピタルシア
タープロジェクト２０２０多感覚演劇

1４日㈯・1５日㈰
「森からの贈りもの」
脚本・演出＝シアタープランニングネットワーク
出演＝シアタープランニングネットワーク
〈２５００円〉　1４日11時３０分／３時　1５日1０時３０分／1時
／３時開演　島田療育センターはちおうじ	 ※５回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２２日㈰・２３日㈪　〈２５００円〉　２２日11時３０分／３時　
２３日1０時３０分／1時／３時開演　Umiのいえ　※５回
【神奈川】　▼1２月５日㈯・６日㈰　〈２５００円〉　1０時３０
分／1時／３時開演　コミュニティカフェななつのこ　
※６回　▼1３日㈰　〈２５００円〉　11時３０分／３時開演　
キャリア・マムホール　※２回

新宿梁山泊
1４日㈯～２２日㈰

「唐版　犬狼都市」
脚本＝唐十郎　演出＝金守珍
出演＝金守珍　近童弐吉　趙博　松田洋治　水嶋カン
ナ他
〈５０００円　学生３０００円〉　７時開演　下北沢・特設紫テ
ント	 ※９回

一般財団法人ちりゅう芸術創造協会
1５日㈰

「秋の山車文楽上演」
出演＝知立山車文楽保存会　中新町人形連　竜北中学
校山車文楽部　ちりふ座　知立市義太夫会他
〈無料〉　1０時３０分開演　パティオ池鯉鮒・光のパ
ティオ	 ※1回【愛知】

座・大阪神戸市民劇場
1５日㈰

「また逢う日まで」
脚本・演出＝深山うぐいす
出演＝座・大阪神戸市民劇場
〈２５００円　ライブ配信チケット２０００円〉　３時開演　神
戸ポートオアシス	 ※1回【兵庫】

RAWWORKS
1５日㈰
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「あわい」
脚本・演出＝川内清通
出演＝酒瀬川真世　川内清通　戎谷和夫　高木睦美　
アルマンド・ファン・デン・ハーメル他
〈２５００円　学生1５００円　動画配信（収録）1０００円〉　1２
時３０分・３時３０分開演　NBCビデオホール	 ※２回

劇団唐ゼミ☆
1７日㈫～２２日㈰

「唐版 風の又三郎」
脚本＝唐十郎　演出＝中野敦之
出演＝禿恵　重村大介　熊野晋也　津内口淑香　林麻
子他
〈４０００円〉　２時開演　新宿中央公園水の広場・特設劇
場	 ※６回

Antikame?
1８日㈬～２２日㈰

「Persona」
脚本・演出＝吉田康一
出演＝日野あかり　俊えり　大塚由祈子　青澤佑樹　
高橋壮志他
〈４５００円〉　２０・２1日２時／７時　２２日1時／６時　他７
時開演　雑遊	 ※８回

露と枕
1８日㈬～２２日㈰

「ビトウィーン・ザ・シーツ」
脚本・演出＝井上瑠菜
出演＝小林桃香　宮部大駿　澤あやみ　北原葵　石澤
希代子他
〈３０００円　学生２５００円　オンライン配信２０００円〉　1８
日７時３０分　２２日1時／６時　他２時３０分／７時３０分開
演　シアター風姿花伝	 ※９回

S・T・B企画
1８日㈬～２２日㈰

「エモ・ロス Emotion・Lose」
脚本・演出＝坂牧良太
出演＝池畑暢平　吉田れいな　坂本ちえ　木村佳奈枝　
あいだあい他
〈３５００円〉　1８日７時　２1・２２日1時／５時　他３時／７
時開演　オメガ東京	 ※９回

電動夏子安置システム
1８日㈬～２３日㈪

「エントツ女王と煙たい町」
脚本・演出＝竹田哲士
出演＝内浦純一　贈人　小舘絵梨　小林知未　下平久

美子他
〈５０００円　大学生以下２５００円〉　２1・２２日1時／６時　
２３日1２時３０分／４時３０分　他７時３０分開演　駅前劇場
	 ※９回

CRUSH KITCHEN ENTERTAINMENT
1８日㈬～２３日㈪

「the Selected World」
脚本＝佐藤信也　演出＝石毛元貴
出演＝大橋篤　岡田彩花　小野寺俊　北村悠　草場愛
他
〈S席６０００円　A席５５００円〉　２０日２時／６時　２1・２２
日1時／６時　２３日４時　他６時３０分開演　萬劇場　
	 ※９回

舞台『ハイスクール！奇面組3』製作委員会
1８日㈬～２３日㈪

「ハイスクール！奇面組3～危機一髪！修学旅行編～」
脚本＝田中大祐　演出＝なるせゆうせい
出演＝平野良　寺山武志　もう中学生　高木晋哉　井
深克彦他
〈S席９９００円　A席７７００円〉　２1・２２日1時／７時　２３
日1２時／４時　他７時開演　草月ホール	 ※９回

宮崎理奈プロデュース公演
1８日㈬～２３日㈪

「MIX！こんなベタなことが私におこるなんて」
脚本・演出＝田中大祐
出演＝宮崎理奈　大熊杏優　大野未来　片山陽加　小
嶋菜月他
〈９９００円〉　1９日２時／７時　２1・２２日1時／６時　２３日
２時　他７時開演　CBGKシブゲキ‼	 ※９回

朝倉薫プロデュース・ガールズハイパーミュージカル
1８日㈬～２３日㈪

「LOVE ME DOLL」
脚本・演出＝朝倉薫
出演＝楠原彩蘭　松浦早希　桃月あいり　原田朱　宮
ノ尾美友他
〈５８００円〉　２０日２時／７時　２1～２３日1時／５時　他７
時開演　シアターブラッツ	 ※1０回

株式会社A4
1８日㈬～２３日㈪

「オーファンズ」
脚本＝ライル・ケスラー　演出＝シライケイタ
出演＝牧島輝　いわいのふ健　稲荷卓央
〈７８００円〉　1９日２時／７時　２1日1時／５時　２２・２３日
1２時／４時　他７時開演　ザ・ポケット	 ※1０回
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〈８８００円〉　1４～1６・２２・２３・３０日２時　1８・２５日２時
／７時　２1・２８日1時／６時　２９日1時　 他７時開演　
1９・２６日休演　DDD AOYAMA CROSS THEAT
ER	 ※２０回

株式会社SAP　朗読劇
1４日㈯

「古事記」
脚本・演出＝株式会社SAP
出演＝古谷徹　朴璐美　白石涼子
〈５５００円　配信視聴３０００円〉　６時開演　長谷寺本堂・
内舞台	 ※1回【奈良】

げきだんかえる
1４日㈯・1５日㈰

「ぬれぎぬ　アマヤドリ「悪と自由」の三部作　第一弾より」
脚本＝広田淳一　演出＝結城全一郎　否カるキ
出演＝上野佳秋　てんて小町　とんび　児玉桃香　堀
文乃他
〈1０００円〉　1４日２時／６時　1５日11時３０分／３時開演　
イカロスの森	 ※４回【兵庫】

双身機関
1４日㈯・1５日㈰

「OKiNaのキ」
脚本・演出＝寂光根隅的父
出演＝獅子見琵琶　鈴村由紀　加藤真紀子　進智恵子　
寂光根隅的父
〈投げ銭〉　1４日２時／４時／７時　1５日11時／２時／４
時開演　双身機関・道徳ハウス	 ※６回【愛知】

立本夏山　人間劇場
1４日㈯・1５日㈰

「行人日記」
脚本＝稲垣和俊　演出＝立本夏山
出演＝福島梓　神田智史　伊原雨草　立本夏山
〈３０００円　学生・オンラインチケット２０００円〉　1４日２
時・７時　1５日1時／５時開演　SCOOL	 ※４回

小菅紘史×中川裕貴『山月記』
1４日㈯・1５日㈰

「山月記」
原作＝中島敦　音楽・演奏＝中川裕貴
出演＝小菅紘史
〈２３００円〉　７時３０分開演　アバンギルド　
	 ※２回【京都】

二度寝で死にたいズ
1４日㈯・1５日㈰

「山田さんちの家族計画」
脚本＝二度寝で死にたいズ　演出＝夏目大介
出演＝桐原直幸　上西祥太郎　上松遼平　齋藤寛貴
〈２０００円〉　1４日７時　1５日３時・７時開演　演劇専用小
劇場BLOCH	 ※３回【北海道】

シアタープランニングネットワーク　ホスピタルシア
タープロジェクト２０２０多感覚演劇

1４日㈯・1５日㈰
「森からの贈りもの」
脚本・演出＝シアタープランニングネットワーク
出演＝シアタープランニングネットワーク
〈２５００円〉　1４日11時３０分／３時　1５日1０時３０分／1時
／３時開演　島田療育センターはちおうじ	 ※５回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２２日㈰・２３日㈪　〈２５００円〉　２２日11時３０分／３時　
２３日1０時３０分／1時／３時開演　Umiのいえ　※５回
【神奈川】　▼1２月５日㈯・６日㈰　〈２５００円〉　1０時３０
分／1時／３時開演　コミュニティカフェななつのこ　
※６回　▼1３日㈰　〈２５００円〉　11時３０分／３時開演　
キャリア・マムホール　※２回

新宿梁山泊
1４日㈯～２２日㈰

「唐版　犬狼都市」
脚本＝唐十郎　演出＝金守珍
出演＝金守珍　近童弐吉　趙博　松田洋治　水嶋カン
ナ他
〈５０００円　学生３０００円〉　７時開演　下北沢・特設紫テ
ント	 ※９回

一般財団法人ちりゅう芸術創造協会
1５日㈰

「秋の山車文楽上演」
出演＝知立山車文楽保存会　中新町人形連　竜北中学
校山車文楽部　ちりふ座　知立市義太夫会他
〈無料〉　1０時３０分開演　パティオ池鯉鮒・光のパ
ティオ	 ※1回【愛知】

座・大阪神戸市民劇場
1５日㈰

「また逢う日まで」
脚本・演出＝深山うぐいす
出演＝座・大阪神戸市民劇場
〈２５００円　ライブ配信チケット２０００円〉　３時開演　神
戸ポートオアシス	 ※1回【兵庫】

RAWWORKS
1５日㈰
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CroixProjec†
1８日㈬～２５日㈬

「―憂國 二・二六―」
脚本＝髙木尋士　演出＝鶴見直斗
出演＝大矢巧　新開知真　大鹿せんべい　小暮美幸　
花崎ちづ他
〈３５００円　高校生以下1０００円〉　1８日７時　２２日1時／
６時　２５日1２時　他２時／７時開演　２３日休演　APOC
シアター	 ※1２回

三栄町LIVE×黒田勇樹プロデュース
1８日㈬～２９日㈰

「ウィルス・ブルース」
脚本・演出＝黒田勇樹
出演＝三栄町LIVE
〈４０００円〉　２０・２７日２時　２1～２３・２８・２９日２時／６
時　他７時３０分開演　２５日休演　三栄町LIVE STAGE
	 ※1６回

劇団やりたかった
1８日㈬～３０日㈪

「ねえ聞きたいんだけど、私あなたより年上よね？」
脚本＝かぐやまふたみち　演出＝YammerSunshine
出演＝木下咲希　山口将也　宮下うらら　久保山憂　
鈴木佳他
〈３８００円〉　1９・２０・２４～２７・３０日７時　他２時／７時
開演　参宮橋TRANCE MISSION	 ※1９回

下鴨車窓
1９日㈭

「散乱マリン」
脚本・演出＝田辺剛
出演＝西村貴治　福井菜月　澤村喜一郎　西マサト　
北川啓太他
〈２５００円　２５歳以下1８００円〉　２時／７時開演　JMSア
ステールプラザ 多目的スタジオ	 ※２回【広島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２８日㈯・２９日㈰　〈２５００円　２５歳以下1８００円〉　２時
開演　三重文化会館　※２回【三重】

SPPTテエイパーズハウス
1９日㈭～２２日㈰

「ノーマ＆マリリン　Double Histiris」
脚本＝合歓葉口　演出＝山下裕士
出演＝倉地彩乃　桂ゆめ他
〈４２００円　学生３２００円　小人２２００円〉　２1日２時／７時　
２２日1時／５時　他７時開演　シアターグリーン BASE 
THEATER	 ※６回

やみ・あがりシアター
1９日㈭～２３日㈪

「完全な密室」
脚本・演出＝笠浦静花
出演＝笠浦静花　加藤睦望　東象太朗　さんなぎ　
てっぺい右利き他
〈３５００円　学生３０００円　1８歳以下５００円〉　1９日７時３０
分　２３日1２時／４時　他２時／７時開演　花まる学習
会王子小劇場	 ※９回

INDEPENDENT 最強の一人芝居フェスティバル
1９日㈭～２３日㈪

「INDEPENDENT:２０」
脚本＝野村有志　浜口望海他　演出＝樋口ミユ　勝山
修平他
出演＝浅雛拓　石畑達哉　犬養憲子　小川敦子　佐々
木ヤス子他
〈1ブロック券３０００円　1日通し券４０００円　学生券２０００
円〉　1９日６時３０分／８時　２０日６時／８時　２1日２時／
４時３０分／７時　２２日1時／３時３０分／６時　２３日11時
／２時／４時３０分開演　一心寺シアター倶楽　
	 ※1３回【大阪】

スラステslatstick
1９日㈭～２３日㈪

「No Time」
脚本・演出＝高橋恵
出演＝中村なる美　永津真奈
〈３０００円〉　２1・２３日２時／５時３０分　２２日２時　他７時
３０分開演　common cafe	 ※７回【大阪】

小田尚稔の演劇
1９日㈭～２３日㈪

「罪と愛」
脚本・演出＝小田尚稔
出演＝加賀田玲　串尾一輝　久世直樹　土屋光　新田
佑梨他
〈３５００円　学生２９００円〉　1９日７時　２３日1時　他２時
／７時開演　こまばアゴラ劇場	 ※８回

言言（KotoKoto）
1９日㈭～２３日㈪

「蛇と天秤」
脚本＝野木萌葱　演出＝大河原準介
出演＝白鳥英一　原西忠佑　芝原弘　キサラカツユキ　
武田らこ他
〈３０００円　２５歳以下２０００円　 高校生以下1０００円〉　
２1・２２日２時／７時　２３日２時　他７時開演　せんだい
演劇工房１０–BOX	 ※７回【宮城】
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エイベックス・ピクチャーズ
1９日㈭～２３日㈪

「新サクラ大戦 the Stage」
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
〈７８００円　配信チケット３５００円〉　1９日６時３０分　２０
～２２日1時／６時　２３日11時３０分／４時３０分開演　ヒュー
リックホール東京	 ※９回

ネルケプランニング　5 Guys Shakespeare Act１
1９日㈭～２３日㈪

「HAMLET」
脚本・演出＝松崎史也
出演＝岡宮来夢　立花裕大　橋本真一　法月康平　中
村誠治郎
〈９８００円〉　1９日７時　２０日２時／７時　他1時／６時開
演　ステラボール（Stellar Ball）	 ※９回

劇団6番シード
1９日㈭～２９日㈰

「ザ・ボイスアクター２０２０～アニメーション&オンライ
ン～」
脚本・演出＝松本陽一
出演＝宇田川美樹　椎名亜音　土屋兼久　小沢和之　
松木わかは他
〈６５００円〉　２1～２３・２８日1時／６時　２５日２時／７時　
２９日1２時／５時　他７時開演　２４日休演　シアター
KASSAI	 ※1６回

ネルケプランニング　RICE on STAGE
1９日㈭～２９日㈰

「『ラブ米』～Rice will come again～」
脚本・演出＝村井雄
出演＝田村升吾　星乃勇太　前川優希　白石康介　佐
野真白他
〈８８００円　新嘗祭・前夜祭６８００円〉　２1・２８・２９日1２
時／５時　２２日６時　２３・２５日２時／７時　他７時開演　
クラブeX	 ※1６回

good morning N°5
1９日㈭～1２月1３日㈰

「ただやるだけ」
脚本・演出＝澤田育子
出演＝入江雅人　藤田記子　千代田信一　弘中麻紀　
藤原祐規他
〈４５００円〉　２1・２２・２５・２８・２・５・９・1２日２時／７時　
２３・２９・６・1３日２時　他７時開演　２４・1・８日休演　
シアター7１１	 ※３０回（1５回／1５回）

谷本進一人芝居三部作上演
２０日㈮

「俳優病『36』『ドッグウェーブ』『俳優病～ACT or DIE～』」
脚本・演出＝刈馬カオス
出演＝谷本進
〈３０００円　学生1５００円〉　７時３０分開演　静岡市民文化
会館	 ※1回【静岡】

ENGISHA THEATER COMPANY
２０日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝内海錬人　増倉佑美　中村なつ美　松田周　大
村未童
〈２０００円　オンライン配信1０００円〉　７時３０分開演　KI
SYURYURI THEATER	 ※1回

メニコンビジネスアシスト（MBA）イベント・クリ
エーション部　気軽にオペレッタシリーズ

２０日㈮・２1日㈯
「伯爵令嬢マリッツァ」
脚本＝エメリッヒ・カールマーン　演出＝角岳史
出演＝日比野景　小貫岩夫　角岳史
〈４５００円　高校生以下２０００円〉　２時／６時４５分開演　
HITOMIホール・メニコンANNEX5F	 ※４回【愛知】

HIGHcolors
２０日㈮～２２日㈰

「生き辛さを抱える全ての人達へ～ハイカラ流短編集～」
脚本・演出＝深井邦彦
出演＝有薗芳記　薩川朋子　足立雄大郎　Setsuko　
三上潤
〈３５００円〉　２０日７時　他1時／５時開演　OFF・OFF
シアター	 ※５回

劇団かに座
２０日㈮～２２日㈰

「あした天気になぁれ」
脚本＝ふたくちつよし　演出＝馬場秀彦
出演＝馬場秀彦　永坂貴教　坂井公秋　芹田裕人　三
上和之他
〈２０００円　高校生以下1３００円　公演動画視聴1５００円〉　
２０日７時　２1日２時／６時　２２日２時開演　横浜関内
ホール	 ※４回【神奈川】

劇団ちゃうかちゃわん
２０日㈮～２２日㈰

「銀河ってギャラクシー」「明日の世界の過ごし方」
脚本・演出＝樹木キキ　津島ヨモツ
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CroixProjec†
1８日㈬～２５日㈬

「―憂國 二・二六―」
脚本＝髙木尋士　演出＝鶴見直斗
出演＝大矢巧　新開知真　大鹿せんべい　小暮美幸　
花崎ちづ他
〈３５００円　高校生以下1０００円〉　1８日７時　２２日1時／
６時　２５日1２時　他２時／７時開演　２３日休演　APOC
シアター	 ※1２回

三栄町LIVE×黒田勇樹プロデュース
1８日㈬～２９日㈰

「ウィルス・ブルース」
脚本・演出＝黒田勇樹
出演＝三栄町LIVE
〈４０００円〉　２０・２７日２時　２1～２３・２８・２９日２時／６
時　他７時３０分開演　２５日休演　三栄町LIVE STAGE
	 ※1６回

劇団やりたかった
1８日㈬～３０日㈪

「ねえ聞きたいんだけど、私あなたより年上よね？」
脚本＝かぐやまふたみち　演出＝YammerSunshine
出演＝木下咲希　山口将也　宮下うらら　久保山憂　
鈴木佳他
〈３８００円〉　1９・２０・２４～２７・３０日７時　他２時／７時
開演　参宮橋TRANCE MISSION	 ※1９回

下鴨車窓
1９日㈭

「散乱マリン」
脚本・演出＝田辺剛
出演＝西村貴治　福井菜月　澤村喜一郎　西マサト　
北川啓太他
〈２５００円　２５歳以下1８００円〉　２時／７時開演　JMSア
ステールプラザ 多目的スタジオ	 ※２回【広島】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２８日㈯・２９日㈰　〈２５００円　２５歳以下1８００円〉　２時
開演　三重文化会館　※２回【三重】

SPPTテエイパーズハウス
1９日㈭～２２日㈰

「ノーマ＆マリリン　Double Histiris」
脚本＝合歓葉口　演出＝山下裕士
出演＝倉地彩乃　桂ゆめ他
〈４２００円　学生３２００円　小人２２００円〉　２1日２時／７時　
２２日1時／５時　他７時開演　シアターグリーン BASE 
THEATER	 ※６回

やみ・あがりシアター
1９日㈭～２３日㈪

「完全な密室」
脚本・演出＝笠浦静花
出演＝笠浦静花　加藤睦望　東象太朗　さんなぎ　
てっぺい右利き他
〈３５００円　学生３０００円　1８歳以下５００円〉　1９日７時３０
分　２３日1２時／４時　他２時／７時開演　花まる学習
会王子小劇場	 ※９回

INDEPENDENT 最強の一人芝居フェスティバル
1９日㈭～２３日㈪

「INDEPENDENT:２０」
脚本＝野村有志　浜口望海他　演出＝樋口ミユ　勝山
修平他
出演＝浅雛拓　石畑達哉　犬養憲子　小川敦子　佐々
木ヤス子他
〈1ブロック券３０００円　1日通し券４０００円　学生券２０００
円〉　1９日６時３０分／８時　２０日６時／８時　２1日２時／
４時３０分／７時　２２日1時／３時３０分／６時　２３日11時
／２時／４時３０分開演　一心寺シアター倶楽　
	 ※1３回【大阪】

スラステslatstick
1９日㈭～２３日㈪

「No Time」
脚本・演出＝高橋恵
出演＝中村なる美　永津真奈
〈３０００円〉　２1・２３日２時／５時３０分　２２日２時　他７時
３０分開演　common cafe	 ※７回【大阪】

小田尚稔の演劇
1９日㈭～２３日㈪

「罪と愛」
脚本・演出＝小田尚稔
出演＝加賀田玲　串尾一輝　久世直樹　土屋光　新田
佑梨他
〈３５００円　学生２９００円〉　1９日７時　２３日1時　他２時
／７時開演　こまばアゴラ劇場	 ※８回

言言（KotoKoto）
1９日㈭～２３日㈪

「蛇と天秤」
脚本＝野木萌葱　演出＝大河原準介
出演＝白鳥英一　原西忠佑　芝原弘　キサラカツユキ　
武田らこ他
〈３０００円　２５歳以下２０００円　 高校生以下1０００円〉　
２1・２２日２時／７時　２３日２時　他７時開演　せんだい
演劇工房１０–BOX	 ※７回【宮城】
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出演＝渡邉あみ　大不自然賃夫　鰻白河ミニ　橋本悠
樹　渡部快平他
〈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２階 大集会室	 ※６回【大阪】

studio D２　xperimental Theater（実験劇場） 
vol.3

２０日㈮～２３日㈪
「魔女の猫探し」「受付」
脚本＝別役実　演出＝DD.加藤
出演＝土肥希理子　鈴木ありさ　若月咲弥　和田明日
香他
〈３０００円〉　２０日７時３０分　２２日２時／７時３０分　他２時
開演　Therter Cafe 信天翁	 ※５回【大阪】

劇団芝居屋かいとうらんま
２０日㈮～２３日㈪

「けむりのゆううつ」
脚本＝後藤卓也　演出＝蒙古斑
出演＝浅井唯香　西藤茅花　花太郎　Macco　小野
圭子他
〈1５００円　中高生1０００円〉　２０日７時３０分　２1日11時
／３時／７時　他11時・３時開演　御浪町ホール　
	 ※８回【岐阜】

ユニークポイント
２０日㈮～２３日㈪

「ホテルロンドン」
脚本・演出＝山田裕幸
出演＝北見直子　古市裕貴　山田愛　ナギケイスケ　
古澤光徳他
〈1５００円　２５歳以下1０００円〉　２０日７時　２３日２時／４
時　他２時／４時／７時開演　白子ノ劇場　
	 ※９回【静岡】

ヒガンノジカン
２０日㈮～２３日㈪

「湖底に たゆたう 火ツルギ」
脚本・演出＝柳瀬昌計
出演＝地曳宏之　江花実里
〈３０００円〉　２３日２時　他２時／７時３０分開演　シア
ターシャイン	 ※７回

ショーGEKI
２０日㈮～２９日㈰

「ダンパチ１8『道』」「リメンバーユー　同窓会にはタイム
スリップして参加します！」
脚本・演出＝羽広克成
出演＝鈴木徹　七枝実　佐藤修二　宮脇健　山本諭他

〈４０００円　ライブ配信２５００円〉　２1日６時　２２・２３日1
時３０分　２５日1時３０分／７時３０分　２８・２９日1時３０分
／６時　他７時３０分開演　「劇」小劇場	 ※1３回

劇団未来
２０日㈮～２９日㈰

「スリーウィンターズ」
脚本＝テーナ・シュティヴィチッチ　演出＝しまよし
みち
出演＝金澤百合子　三原和枝　肉戸恵美　前田都貴子　
池田佳菜子他
〈３５００円　大学生・シニア３０００円　中高生以下２５００
円〉　２０日３時／７時３０分　他11時／３時開演　未来
ワークスタジオ	 ※1０回【大阪】

大森カンパニープロデュース
２０日㈮～２９日㈰

「いつかの宴」
脚本・演出＝大森博
出演＝坂本あきら　山口良一　大森ヒロシ　かんのひ
とみ　横山清崇他
〈６０００円　２５歳以下４０００円〉　２1・２２・２８日２時／６時
３０分　２３・２６・２９日２時　他７時３０分開演　小劇場B１
	 ※1３回

マコンドープロデュース
２０日㈮～1２月３日㈭

「fire」
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝松井薫平　山田愛奈　加茂井彩音　小田哲也　
安味誠貴他
〈３８００円〉　２1・２３・２４・２６・２８・２９・1・２日３時／７
時３０分　３日３時　他７時３０分開演　下北沢・スター
ダスト	 ※２２回（1７回／５回）

シアター代官山プロデュース公演
２０日㈮～1２月1３日㈰

「カラフル」
脚本＝横山一真　演出＝山下晃彦
出演＝小野里満子　小多桜子　金井真澄　永野裕里恵　	
井上耕輔他
〈４０００円〉　２1～２３・２８・２９・1２日２時／６時３０分　
５・1３日２時　他６時３０分開演　２４～２６・1～３・６・８
～1０日休演　シアター代官山	 ※２０回（1３回／７回）

ゴツプロ!
２1日㈯

「下北沢桃太郎プロジェクト『桃太郎』」
脚本＝竹田新　演出＝山野海
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出演＝青山勝　泉知束　岩田和浩　大石みちる　鎌倉
太郎他
〈大人３０００円　子ども５００円〉　1時／４時開演　近鉄
アート館	 ※２回【大阪】

劇団☆kocho
２1日㈯・２２日㈰

「こちょこちょ★Party」
脚本・演出＝桜さがみ
出演＝ふう　みんと　もか　しょーじ
〈無料カンパ制〉　２1日２時／７時　２２日1時／４時開演　
豊中市立蛍池公民館・第２集会室	 ※４回【大阪】

とよた演劇祭
２1日㈯・２２日㈰

「#456789の舞台」
構成・演出＝古場ペンチ
出演＝稲葉收治　井上由貴　加藤学　上条拳斗　正手
道隆他
〈２５００円　高校生以下1５００円〉　２1日７時　２２日1２時
／３時開演　豊田市民文化会館	 ※３回【愛知】

劇団Square Circle
２1日㈯・２２日㈰

「ノモノモノがたり」
脚本＝ひだちなた　演出＝佐藤リョウ
出演＝中村佳乃　追川らん　柴沢安　上舘玖令華　阿
部こうき他
〈無料〉　２1日７時　２２日11時／２時開演　いわてアー
トサポートセンター・風のスタジオ	 ※３回【岩手】

桐朋学園芸術短期大学演劇専攻
２1日㈯・２２日㈰

「袴垂れはどこだ」
脚本＝ペーター・ゲスナー　演出＝福田善之
出演＝桐朋学園芸術短期大学演劇専攻
〈無料〉　２1日1時／６時　２２日1２時／５時開演　桐朋
学園内・小劇場	 ※４回

enji
２1日㈯～２３日㈪

「ぼくの好きな先生（２０２０再演）」
脚本・演出＝谷藤太
出演＝千代延憲治　川島美衣　永井博章　鈴木浩之　
猪又太一他
〈４２００円〉　２３日２時　他２時／６時開演　現代座会館
	 ※５回

演劇計画プラネットナンバー

２1日㈯～２３日㈪
「クロンダイク・クーラー」
脚本・演出＝清水咲歩
出演＝松本いなば　和田悠平　清水咲歩　七ミリッチ　
月下葉他
〈1８００円　学生1０００円〉　２1日４時／７時　２２日11時／
２時／５時／８時　２３日11時／２時／５時開演　イカロ
スの森	 ※９回【兵庫】

今日もミルクがこぼれそう
２1日㈯～２３日㈪

「バイバイリバティ・レチタティーヴォ」
脚本・演出＝戸松大河
出演＝佃典彦　渡辺一正　西川好之介　酒井直斗　ハ
イスクール・バンバン他
〈４５００円〉　２1日３時／７時　２２日11時／1時３０分／４時
３０分／７時　２３日11時／３時開演　愛知県一宮市愛知
真和学園大成中学・高等学校・体育館	 ※８回【愛知】

演劇企画　どうにもならない毎日に光を。
２1日㈯～２３日㈪

「なにがたりない」
脚本＝藤田恭輔　演出＝いち。
出演＝山崎陽太　渡部実生　阿部広真　千葉夏希　蓮
池みゆき他
〈２５００円〉　２３日1２時／４時／７時　他1時／５時／８時
３０分開演　東中野バニラスタジオ	 ※９回

京浜協同劇団
２1日㈯～２９日㈰

「コロナ退散！笑劇場」
脚本・演出＝和田庸子　護柔一
出演＝京浜協同劇団
〈２５００円〉　11時／３時開演　２４～２７日休演　スペース
京浜	 ※1０回【神奈川】

idenshi１95　朗読キネマ
２２日㈰

「月想―人妻死後成本形會旧夫語―」
脚本・演出＝高橋郁子
出演＝大島朋恵　吉田瑞樹　中田太三
〈３０００円　２５００円〉　３時／５時３０分開演　両国門天
ホール	 ※２回

１１１
２２日㈰

「みみをすます」
作＝谷川俊太郎　脚本・演出＝111
出演＝オオナカエイジ（踊り）　大塚秀記（朗読）　関根
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出演＝渡邉あみ　大不自然賃夫　鰻白河ミニ　橋本悠
樹　渡部快平他
〈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２階 大集会室	 ※６回【大阪】

studio D２　xperimental Theater（実験劇場） 
vol.3

２０日㈮～２３日㈪
「魔女の猫探し」「受付」
脚本＝別役実　演出＝DD.加藤
出演＝土肥希理子　鈴木ありさ　若月咲弥　和田明日
香他
〈３０００円〉　２０日７時３０分　２２日２時／７時３０分　他２時
開演　Therter Cafe 信天翁	 ※５回【大阪】

劇団芝居屋かいとうらんま
２０日㈮～２３日㈪

「けむりのゆううつ」
脚本＝後藤卓也　演出＝蒙古斑
出演＝浅井唯香　西藤茅花　花太郎　Macco　小野
圭子他
〈1５００円　中高生1０００円〉　２０日７時３０分　２1日11時
／３時／７時　他11時・３時開演　御浪町ホール　
	 ※８回【岐阜】

ユニークポイント
２０日㈮～２３日㈪

「ホテルロンドン」
脚本・演出＝山田裕幸
出演＝北見直子　古市裕貴　山田愛　ナギケイスケ　
古澤光徳他
〈1５００円　２５歳以下1０００円〉　２０日７時　２３日２時／４
時　他２時／４時／７時開演　白子ノ劇場　
	 ※９回【静岡】

ヒガンノジカン
２０日㈮～２３日㈪

「湖底に たゆたう 火ツルギ」
脚本・演出＝柳瀬昌計
出演＝地曳宏之　江花実里
〈３０００円〉　２３日２時　他２時／７時３０分開演　シア
ターシャイン	 ※７回

ショーGEKI
２０日㈮～２９日㈰

「ダンパチ１8『道』」「リメンバーユー　同窓会にはタイム
スリップして参加します！」
脚本・演出＝羽広克成
出演＝鈴木徹　七枝実　佐藤修二　宮脇健　山本諭他

〈４０００円　ライブ配信２５００円〉　２1日６時　２２・２３日1
時３０分　２５日1時３０分／７時３０分　２８・２９日1時３０分
／６時　他７時３０分開演　「劇」小劇場	 ※1３回

劇団未来
２０日㈮～２９日㈰

「スリーウィンターズ」
脚本＝テーナ・シュティヴィチッチ　演出＝しまよし
みち
出演＝金澤百合子　三原和枝　肉戸恵美　前田都貴子　
池田佳菜子他
〈３５００円　大学生・シニア３０００円　中高生以下２５００
円〉　２０日３時／７時３０分　他11時／３時開演　未来
ワークスタジオ	 ※1０回【大阪】

大森カンパニープロデュース
２０日㈮～２９日㈰

「いつかの宴」
脚本・演出＝大森博
出演＝坂本あきら　山口良一　大森ヒロシ　かんのひ
とみ　横山清崇他
〈６０００円　２５歳以下４０００円〉　２1・２２・２８日２時／６時
３０分　２３・２６・２９日２時　他７時３０分開演　小劇場B１
	 ※1３回

マコンドープロデュース
２０日㈮～1２月３日㈭

「fire」
脚本・演出＝倉本朋幸
出演＝松井薫平　山田愛奈　加茂井彩音　小田哲也　
安味誠貴他
〈３８００円〉　２1・２３・２４・２６・２８・２９・1・２日３時／７
時３０分　３日３時　他７時３０分開演　下北沢・スター
ダスト	 ※２２回（1７回／５回）

シアター代官山プロデュース公演
２０日㈮～1２月1３日㈰

「カラフル」
脚本＝横山一真　演出＝山下晃彦
出演＝小野里満子　小多桜子　金井真澄　永野裕里恵　	
井上耕輔他
〈４０００円〉　２1～２３・２８・２９・1２日２時／６時３０分　
５・1３日２時　他６時３０分開演　２４～２６・1～３・６・８
～1０日休演　シアター代官山	 ※２０回（1３回／７回）

ゴツプロ!
２1日㈯

「下北沢桃太郎プロジェクト『桃太郎』」
脚本＝竹田新　演出＝山野海
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正幸（音響）
〈無料〉　３時開演　飛鳥山公園	 ※1回

AI・HALLリーディング
２２日㈰

「郷愁の丘ロマントピア」
脚本・演出＝山田百次
出演＝金替康博　森本研典　上田一軒　小坂浩之　船
戸香里他
〈２０００円〉　３時開演　AI・HALL	 ※1回【兵庫】

かしわ市民劇場CoTiK
２２日㈰

「マスクを捨てて、旅に出よう」
脚本・演出＝たろう
出演＝山崎由美子　Cozy　岩瀬彩里　カタール　ま
る
〈２０００円　学生1０００円　小学生以下無料〉　３時／６時
３０分開演　アミュゼ柏	 ※２回【千葉】

絢爛かもみーる
２２日㈰・２３日㈪

「カワリモノすいっち」
脚本・演出＝尾崎真生
出演＝沖中理帆子　片山鈴音　草香夢想　中村涼音　
廣田華子他
〈無料〉　２２日４時　２３日２時開演　東京大学駒場キャ
ンパス	 ※２回

彩の国さいたま芸術劇場
２２日㈰～２９日㈰

「かがみ　まど　とびら」
脚本・演出＝藤田貴大
出演＝伊野香織　川崎ゆり子　成田亜佑美　長谷川洋
子
〈２５００円　子ども1０００円〉　11時３０分／３時開演　２４
～２７日休演　彩の国さいたま芸術劇場・NINAGAWA 
STUDIO（大稽古場）	 ※８回【埼玉】

劇団スタジオQ
２３日㈪

「つながり」
脚本・演出＝大塚彩王
出演＝悠木風子　真鍋智佳子　福森久子　西川久仁子　
田中摩耶他
〈1５００円〉　11時／２時／５時開演　神戸元町・アンド
ミツコ	 ※３回【兵庫】

トランク機械シアター

２４日㈫・２５日㈬
「きらわれドロロンと、魔法の鏡」
脚本・演出＝立川佳吾
出演＝縣梨恵　後藤カツキ　さとうももこ　立川佳吾
〈２０００円　中学生以下無料〉　２４日８時　２５日３時／７
時３０分開演　演劇専用小劇場BLOCH　
	 ※３回【北海道】

燐光群
２４日㈫・２５日㈬

「拝啓天皇陛下様　前略総理大臣殿」
脚本・演出＝坂手洋二
出演＝猪熊恒和　大西孝洋　鴨川てんし　川中健次郎　
円城寺あや他
〈３５００円　２５歳以下・大学・専門学校生２０００円　高校
生以下1０００円〉　２４日７時　２５日２時開演　愛知県芸術
劇場・小ホール	 ※２回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２７日㈮～２９日㈰　〈３８００円　２５歳以下・大学・専門
学校生２０００円　高校生以下1０００円〉　２７日７時　２８日
２時／７時　２９日２時開演　AI・HALL　※４回【兵庫】　
▼1２月1日㈫　〈３０００円　大学生以下1５００円〉　７時開
演　岡山市民文化ホール　※1回【岡山】

演り人知らズ
２４日㈫～２８日㈯

「via Ethiopia」
脚本＝繁澤邦明　演出＝紺野ぶどう
出演＝相羽企画　ぐーじ　照
〈1５００円〉　２８日２時／４時　他８時1５分開演　AHAア
トリエ・ギャラリー	 ※５回【愛知】

EVENT–STATION.
２５日㈬

「シバの町から」
脚本・演出＝山崎裕斗
出演＝中村恵　粟生あきら　西本静華
〈２０００円　配信1５００円　６５歳以上配信1０００円〉　５時／
７時／８時開演　EVANS CASTLE HALL　
	 ※３回【奈良】

山田企画
２５日㈬・２６日㈭

「多奏の星」
脚本・演出＝山田洋平
出演＝黒木佳奈　加納佑紀　鈴木亜矢子　塚越慎子
〈３０００円〉　７時３０分開演　SPACE EDGE	 ※２回

演劇ユニットせのび
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２５日㈬～２７日㈮
「踊るよ鳥ト少し短く」
脚本＝ノゾエ征爾　演出＝村田青葉
出演＝髙橋響子　藤原慶　千葉美紀依
〈1２００円〉　８時開演　盛岡劇場・タウンホール　
	 ※３回【岩手】

甲斐ファクトリー
２５日㈬～２９日㈰

「月曜日の朝、わたしは静かに叫び声をあげた」
脚本・演出＝甲斐マサキ
出演＝安藤紫緒　東別府夢　関田剛志　水田将　大槻
千草他
〈３８００円　高校生以下1０００円〉　２８・２９日1時／５時　
他７時３０分開演　花まる学習会王子小劇場	 ※７回

グループシアター
２５日㈬～２９日㈰

「ANJIN―A NAVIGATOR OF LOVE―」
脚本・演出＝梶原涼晴
出演＝奥田一平　小池利一　山本龍兵　甲斐直人　岩
崎紗也加他
〈４５００円〉　２５日７時　２９日1時／５時　他２時／７時開
演　浅草九劇	 ※９回

ウテン結構
２５日㈬～２９日㈰

「化けの皮一枚隔てた向こう側の話」
脚本・演出＝雨々アメ（仮）
出演＝蒼井染　あきやまかおる　岩澤繭　倉垣まどか　
田中達也他
〈４０００円　学生３０００円〉　２６日２時５分／７時３５分　２８
日２時５分／６時３５分　２９日２時５分　他７時３５分開演　
d–倉庫	 ※７回

劇団SHOW&GO FESTIVAL
２５日㈬～２９日㈰

「転ぶならおでこからッ」
脚本・演出＝祝しょーご
出演＝岩井章悟　みやたに　三田村竜平　杉山美月　
依田輝他
〈３８００円　学生２８００円　ライブ配信３８００円〉　２５日７時
３０分　２９日２時３０分　 他２時３０分／７時３０分開演　
OFF・OFFシアター	 ※８回

ベニバラ兎団
２５日㈬～２９日㈰

「左ききのエレン～横浜のバスキア篇～」
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
〈８８００円　５９００円〉　２７日２時／６時３０分　２８日1時／６
時　２９日11時／３時　他６時３０分開演　横浜市泉区民
文化センター・テアトルフォンテ	 ※８回【神奈川】

空宙空地
２６日㈭・２７日㈮

「その鱗 夜にこぼれて」
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２０００円　高校生以下1２００円〉　２６
日７時　２７日２時／６時開演　千種文化小劇場　
	 ※３回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月４日㈮～７日㈪　〈３０００円　２２歳以下1７００円　
高校生以下1０００円〉　４日７時３０分　５日２時／７時　６
日11時／３時　７日３時開演　こまばアゴラ劇場　※６
回

青春事情
２６日㈭～２９日㈰

「You’ll Never Walk Alone」
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　田
中温子　山田拓未他
〈３８００円　配信視聴チケット1８００円〉　２８日３時／７時　
２９日３時　他７時３０分開演　ザ・スズナリ	 ※５回

グワィニャオン
２６日㈭～２９日㈰

「刹那的な暮らしと丸腰の新選組」
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
〈５０００円〉　２８日２時３０分／７時３０分　２９日３時　他７時
３０分開演　シアターグリーン BIG TREE THEATER　
	 ※５回

稲村梓プロデュース
２６日㈭～２９日㈰

「一日だけの恋人」
原作＝高橋いさを　脚色・演出＝佐山泰三
出演＝稲村梓　杉山圭一
〈３０００円　生配信２０００円〉　２８日1時／５時　２９日1時　
他７時開演　サンモールスタジオ	 ※５回
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正幸（音響）
〈無料〉　３時開演　飛鳥山公園	 ※1回

AI・HALLリーディング
２２日㈰

「郷愁の丘ロマントピア」
脚本・演出＝山田百次
出演＝金替康博　森本研典　上田一軒　小坂浩之　船
戸香里他
〈２０００円〉　３時開演　AI・HALL	 ※1回【兵庫】

かしわ市民劇場CoTiK
２２日㈰

「マスクを捨てて、旅に出よう」
脚本・演出＝たろう
出演＝山崎由美子　Cozy　岩瀬彩里　カタール　ま
る
〈２０００円　学生1０００円　小学生以下無料〉　３時／６時
３０分開演　アミュゼ柏	 ※２回【千葉】

絢爛かもみーる
２２日㈰・２３日㈪

「カワリモノすいっち」
脚本・演出＝尾崎真生
出演＝沖中理帆子　片山鈴音　草香夢想　中村涼音　
廣田華子他
〈無料〉　２２日４時　２３日２時開演　東京大学駒場キャ
ンパス	 ※２回

彩の国さいたま芸術劇場
２２日㈰～２９日㈰

「かがみ　まど　とびら」
脚本・演出＝藤田貴大
出演＝伊野香織　川崎ゆり子　成田亜佑美　長谷川洋
子
〈２５００円　子ども1０００円〉　11時３０分／３時開演　２４
～２７日休演　彩の国さいたま芸術劇場・NINAGAWA 
STUDIO（大稽古場）	 ※８回【埼玉】

劇団スタジオQ
２３日㈪

「つながり」
脚本・演出＝大塚彩王
出演＝悠木風子　真鍋智佳子　福森久子　西川久仁子　
田中摩耶他
〈1５００円〉　11時／２時／５時開演　神戸元町・アンド
ミツコ	 ※３回【兵庫】

トランク機械シアター

２４日㈫・２５日㈬
「きらわれドロロンと、魔法の鏡」
脚本・演出＝立川佳吾
出演＝縣梨恵　後藤カツキ　さとうももこ　立川佳吾
〈２０００円　中学生以下無料〉　２４日８時　２５日３時／７
時３０分開演　演劇専用小劇場BLOCH　
	 ※３回【北海道】

燐光群
２４日㈫・２５日㈬

「拝啓天皇陛下様　前略総理大臣殿」
脚本・演出＝坂手洋二
出演＝猪熊恒和　大西孝洋　鴨川てんし　川中健次郎　
円城寺あや他
〈３５００円　２５歳以下・大学・専門学校生２０００円　高校
生以下1０００円〉　２４日７時　２５日２時開演　愛知県芸術
劇場・小ホール	 ※２回【愛知】
※当公演は下記にて公演有り。
▼２７日㈮～２９日㈰　〈３８００円　２５歳以下・大学・専門
学校生２０００円　高校生以下1０００円〉　２７日７時　２８日
２時／７時　２９日２時開演　AI・HALL　※４回【兵庫】　
▼1２月1日㈫　〈３０００円　大学生以下1５００円〉　７時開
演　岡山市民文化ホール　※1回【岡山】

演り人知らズ
２４日㈫～２８日㈯

「via Ethiopia」
脚本＝繁澤邦明　演出＝紺野ぶどう
出演＝相羽企画　ぐーじ　照
〈1５００円〉　２８日２時／４時　他８時1５分開演　AHAア
トリエ・ギャラリー	 ※５回【愛知】

EVENT–STATION.
２５日㈬

「シバの町から」
脚本・演出＝山崎裕斗
出演＝中村恵　粟生あきら　西本静華
〈２０００円　配信1５００円　６５歳以上配信1０００円〉　５時／
７時／８時開演　EVANS CASTLE HALL　
	 ※３回【奈良】

山田企画
２５日㈬・２６日㈭

「多奏の星」
脚本・演出＝山田洋平
出演＝黒木佳奈　加納佑紀　鈴木亜矢子　塚越慎子
〈３０００円〉　７時３０分開演　SPACE EDGE	 ※２回

演劇ユニットせのび
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劇団ThreeQuarter
２６日㈭～２９日㈰

「飛龍伝～風信子と共に～」
脚本＝つかこうへい　構成・演出＝清水みき枝
出演＝宇田川はるか　眞鍋登喜子　斉名高志　林田雅
樹　吉田一番他
〈４５００円〉　２６日４時／７時３０分　２９日1２時／４時　他
1２時／４時／７時３０分開演　萬劇場	 ※1０回

劇団藤一色
２６日㈭～２９日㈰

「ボトルネッカー」
脚本＝遠藤遥風　演出＝加藤広祐
出演＝遠藤遥風　加藤広祐　小澤優斗　鈴木雅樹
〈２５００円　学生1０００円　小学生以下無料〉　２８日1時／
５時　２９日２時　他６時３０分開演　世田谷代田仁慈保幼
園 Piazza	 ※５回

（有）Yプロジェクト
２６日㈭～２９日㈰

「光と海と―光秀と五右衛門―」
脚本＝田中貴大　演出＝鼓太郎
出演＝武田知大　細田信宏　こばやしあきこ　タッド
櫻井　神太郎他
〈プレミアムチケット８５００円　７５００円〉　２８日２時／６
時　２９日1２時／４時　他３時／７時開演　渋谷区文化
総合センター大和田・伝承ホール	 ※８回

Black Romance Films
２６日㈭～２９日㈰

「こんな時代にこんにちは」
脚本・演出＝クワハラーノ・チュースキー
出演＝喜田康二郎　佐藤礼菜　森川梢
〈４０００円　おうちチケット２５００円〉　２８日２時／６時　
２９日２時　他７時開演　シアターグリーン BASE TH
EATER	 ※５回

中央大学第二演劇研究会
２６日㈭～２９日㈰

「火星でおやすみ」
脚本・演出＝山梨
出演＝岩崎花乃　大角優翼　カジイマユ　佐々木悠　
霜月梓他
〈５００円〉　２８日２時／６時　２９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

劇団MONA
２６日㈭～２９日㈰

「ロミオ&ジュリエット」
原作＝シェイクスピア　脚本＝ケバブ大吾　演出＝
RYO
出演＝上田晃一　美都　野口一真　沙耶　齋藤大地他
〈５０００円〉　２６日６時　２９日1時　他1時／６時開演　近
鉄アート館	 ※６回【大阪】

E–Stage Topia
２６日㈭～３０日㈪

「僕はそれを、青と呼ぼう。２０２０」
脚本・演出＝高瀬友規奈
出演＝百山月花　松村芽久未　日和ゆず　有栖川姫子　
新川千華他
〈S席８５００円　A席５５００円〉　２８・２９日1時／６時　３０
日２時／６時　他２時／７時開演　上野ストアハウス
	 ※1０回

プロジェクト「Act」Tokyo
２６日㈭～３０日㈪

「La Vita é Bella── とある優等生と壊れた世界」
脚本・演出＝安城龍樹　演出＝大関愛
出演＝伊藤豪　井手悠哉　近江秀一　赤峰マリア　小
川雄気他
〈３５００円　舞台映像1５００円〉　２９・３０日1時／６時　他
２時／７時開演　G SQUAREスタジオ	 ※1０回

THE CONVOY
２６日㈭～1２月1日㈫

「パピプペポ～！」
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　今村ねずみ
〈11０００円〉　２８日1時／６時　２９日1時　1日２時　他７
時開演　恵比寿ガーデンホール	 ※７回（６回／1回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月1２日㈯・1３日㈰　〈11０００円〉　1２日６時　1３日
1時開演　COOL JAPAN PARK OSAKA・TTホー
ル　※２回【大阪】

アトリエ・センターフォワード
２６日㈭～1２月３日㈭

「笑劇★モンスタードリーム」
脚本・演出＝矢内文章
出演＝岡田篤弥　石塚義髙　菅原彩香　本田宇蘭　井
上智之他
〈４３００円　大学生２５００円　小中高生２０００円〉　２８・1日
２時／７時　２９・３日２時　他７時開演　小劇場楽園　
	 ※1０回（６回／４回）
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ピウス企画
２６日㈭～1２月６日㈰

「オールドメイド」
脚本・演出＝広瀬格
出演＝富田麻帆　あわつまい　林田真尋　宮瀬玲奈　
中村裕香里他
〈７７００円〉　２８・２９・５日1時／６時　1・３日1時／７時　
６日1２時／４時　他７時開演　ザ・ポケット
	 ※1７回（７回／1０回）

ENGISHA THEATER COMPANY
２７日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝大地葵　久留飛雄己　奥田龍平　大村未童　内
海錬人
〈２０００円　オンライン配信1０００円〉　７時３０分開演　KI
SYURYURI THEATER	 ※1回

虚仮華紙×劇団森企画公演
２７日㈮・２８日㈯

「錆色の螺子を巻く」
脚本・演出＝田村りな　演出＝城野史香
出演＝秋葉彩弓　井沢比奈乃　いしいのぶあき　沖田
大悟　金岡大樹他
〈フリーカンパ制〉　２７日４時３０分　２８日11時３０分／４
時３０分開演　早稲田大学学生会館	 ※３回

劇団ZIG.ZAG.BITE
２７日㈮・２８日㈯

「熱海殺人事件」
脚本＝つかこうへい　演出＝到生
出演＝大和屋満福　野田敢　足立万実　テシマケント
〈３０００円〉　７時開演　甘棠館show劇場	 ※２回【福岡】

劇塾!S.W.S
２７日㈮～２９日㈰

「優し音につつまれて」
脚本・演出＝清水伸吾
出演＝林真理　茶谷英　古田一夫　保志まゆき　小林
莉沙他
〈1５００円〉　２７日２時３０分／７時　２８日1時／５時３０分　
２９日11時／３時３０分開演　魅殺陣屋スタジオ　
	 ※６回【大阪】

万博設計１０
２７日㈮～２９日㈰

「砂利はポルカで踊る」
脚本＝イトウワカナ　演出＝橋本匡市

出演＝千田訓子　加藤智之　カンソンヒョ　三田村啓
示　空本奈々
〈３０００円　２５歳以下２８００円　 高校生以下1０００円　
WEB配信1０００円〉　２７日８時　２８日３時／８時　２９日２
時開演　ウイングフィールド	 ※４回【大阪】

東京夜間飛行
２７日㈮～２９日㈰

「ハッシュタグは＃早乙女琴子」
脚本・演出＝原真善美
出演＝真善美。　明美見枝子　タカヤ賢
〈４５００円〉　２７日７時３０分　２８日３時／７時　２９日1時／
５時開演　下北沢ハーフムーンホール	 ※５回

椿組
２７日㈮～２９日㈰

「戦争童話集～忘れてはイケナイ物語り～」
脚本＝野坂昭如　黒田征太郎　演出＝外波山文明
出演＝田渕正博　木下藤次郎　趙徳安　斉藤健　井上
カオリ他
〈３５００円　中高生２５００円　小学生無料〉　２７日７時　２８
日２時／７時　２９日３時開演　雑遊	 ※４回

OrgofA
２７日㈮～２９日㈰

「異邦人の庭」
脚本＝刈馬カオス　演出＝町田誠也
出演＝明逸人　飛世早哉香
〈３５００円　２５歳以下２５００円　学生1５００円〉　２７日８時　
２８日７時　２９日1時／５時開演　演劇専用小劇場BLOCH
 ※４回【北海道】

ボーイズドレッシング
２７日㈮～２９日㈰

「底ノ町奇団」
脚本・演出＝ベロ・シモンズ
出演＝角舘信哉　佐藤玲香　村井みづき　盛ゆうじ　
小笠原史弓他
〈２０００円　２２歳以下・学生1５００円〉　２７日７時３０分　
２８日２時／６時３０分　２９日２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】

ラボチ
２７日㈮～２９日㈰

「我が生涯、痛恨のダ・カーポ」
脚本・演出＝二朗松田
出演＝能登英輔　小林エレキ　野村有志
〈３０００円〉　２７日８時　２８日２時／７時　２９日1時／６時
開演　扇谷記念スタジオ・シアターZOO　
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劇団ThreeQuarter
２６日㈭～２９日㈰

「飛龍伝～風信子と共に～」
脚本＝つかこうへい　構成・演出＝清水みき枝
出演＝宇田川はるか　眞鍋登喜子　斉名高志　林田雅
樹　吉田一番他
〈４５００円〉　２６日４時／７時３０分　２９日1２時／４時　他
1２時／４時／７時３０分開演　萬劇場	 ※1０回

劇団藤一色
２６日㈭～２９日㈰

「ボトルネッカー」
脚本＝遠藤遥風　演出＝加藤広祐
出演＝遠藤遥風　加藤広祐　小澤優斗　鈴木雅樹
〈２５００円　学生1０００円　小学生以下無料〉　２８日1時／
５時　２９日２時　他６時３０分開演　世田谷代田仁慈保幼
園 Piazza	 ※５回

（有）Yプロジェクト
２６日㈭～２９日㈰

「光と海と―光秀と五右衛門―」
脚本＝田中貴大　演出＝鼓太郎
出演＝武田知大　細田信宏　こばやしあきこ　タッド
櫻井　神太郎他
〈プレミアムチケット８５００円　７５００円〉　２８日２時／６
時　２９日1２時／４時　他３時／７時開演　渋谷区文化
総合センター大和田・伝承ホール	 ※８回

Black Romance Films
２６日㈭～２９日㈰

「こんな時代にこんにちは」
脚本・演出＝クワハラーノ・チュースキー
出演＝喜田康二郎　佐藤礼菜　森川梢
〈４０００円　おうちチケット２５００円〉　２８日２時／６時　
２９日２時　他７時開演　シアターグリーン BASE TH
EATER	 ※５回

中央大学第二演劇研究会
２６日㈭～２９日㈰

「火星でおやすみ」
脚本・演出＝山梨
出演＝岩崎花乃　大角優翼　カジイマユ　佐々木悠　
霜月梓他
〈５００円〉　２８日２時／６時　２９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

劇団MONA
２６日㈭～２９日㈰

「ロミオ&ジュリエット」
原作＝シェイクスピア　脚本＝ケバブ大吾　演出＝
RYO
出演＝上田晃一　美都　野口一真　沙耶　齋藤大地他
〈５０００円〉　２６日６時　２９日1時　他1時／６時開演　近
鉄アート館	 ※６回【大阪】

E–Stage Topia
２６日㈭～３０日㈪

「僕はそれを、青と呼ぼう。２０２０」
脚本・演出＝高瀬友規奈
出演＝百山月花　松村芽久未　日和ゆず　有栖川姫子　
新川千華他
〈S席８５００円　A席５５００円〉　２８・２９日1時／６時　３０
日２時／６時　他２時／７時開演　上野ストアハウス
	 ※1０回

プロジェクト「Act」Tokyo
２６日㈭～３０日㈪

「La Vita é Bella── とある優等生と壊れた世界」
脚本・演出＝安城龍樹　演出＝大関愛
出演＝伊藤豪　井手悠哉　近江秀一　赤峰マリア　小
川雄気他
〈３５００円　舞台映像1５００円〉　２９・３０日1時／６時　他
２時／７時開演　G SQUAREスタジオ	 ※1０回

THE CONVOY
２６日㈭～1２月1日㈫

「パピプペポ～！」
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　今村ねずみ
〈11０００円〉　２８日1時／６時　２９日1時　1日２時　他７
時開演　恵比寿ガーデンホール	 ※７回（６回／1回）
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月1２日㈯・1３日㈰　〈11０００円〉　1２日６時　1３日
1時開演　COOL JAPAN PARK OSAKA・TTホー
ル　※２回【大阪】

アトリエ・センターフォワード
２６日㈭～1２月３日㈭

「笑劇★モンスタードリーム」
脚本・演出＝矢内文章
出演＝岡田篤弥　石塚義髙　菅原彩香　本田宇蘭　井
上智之他
〈４３００円　大学生２５００円　小中高生２０００円〉　２８・1日
２時／７時　２９・３日２時　他７時開演　小劇場楽園　
	 ※1０回（６回／４回）
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	 ※５回【北海道】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月４日㈮～６日㈰　〈３５００円〉　４日８時　５日２時／
７時　６日1時／６時開演　in→dependent theatre 
１st　※５回【大阪】

地点
２７日㈮～２９日㈰

「ブレヒト売り」
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〉　８時開演　アンダースロー　
	 ※３回【京都】

かまどキッチン
２７日㈮～３０日㈪

「人人人人人←波打って流れる川っぽい」「人人人人人
←根を張って聳える杉っぽい」
脚本・演出＝児玉健吾
出演＝石原朋香　浦田すみれ　波多野伶奈
〈３０００円　学生２５００円　高校生1０００円〉　２７日７時３０
分　３０日７時３０分　他２時／７時開演　スタジオ「HIK
ARI」	 ※６回【神奈川】

THEATRE WING
２７日㈮～３０日㈪

「Angels In Duality」
脚本・演出＝別役慎司
出演＝大場結香　岩崎礼華　かとうしんご　藤田奈月　
横田実優他
〈４０００円　オンライン生配信２５００円〉　２７日７時３０分　
３０日1時　他1時／７時開演　シアターウィング　
	 ※６回

しみくれ
２７日㈮～1２月1日㈫

「昨日の自分と明日のあなた」「アマニサクト」
脚本・演出＝清水康栄
出演＝關根史明　一内侑　未悠　向井彩華　モリマリ
コ他
〈４０００円〉　２７日３時３０分／７時３０分　1日11時／２時３０
分／６時　他1２時３０分／４時／７時３０分開演　荻窪小
劇場	 ※1４回（11回／３回）

劇団おおたけ産業
２７日㈮～1２月２日㈬

「歌わせたい男たち」
脚本＝永井愛　演出＝大竹匠

出演＝遠藤理子　冠仁　賢茂エイジ　藤原拓弥　小野
由衣
〈４０００円〉　２７日７時　２９～1日２時／７時　他1時／６時
開演　新宿眼科画廊	 ※11回（７回／４回）

芸門
２７日㈮～1２月３日㈭

「豆腐屋の唄～小さな島の家族物語～」
脚本・演出＝コロッポックル佐藤
出演＝妃乃ゆりあ　村田一晃　橘未佐子　稲葉凌一　
福田優他
〈４０００円〉　２７日７時　３０日２時／７時　３日1時　他1時
／６時開演　1・２日休演　武蔵野芸能劇場・小劇場　
	 ※８回（７回／1回）

URAZARU
２７日㈮～1２月６日㈰

「二進法の彼女」
脚本＝石戸浩太朗　演出＝太田勝　西貴人
出演＝スヅキハヤツ　猫田にき　青山泰菜　内田翔太　
大屋海他
〈４５００円〉　２９・６日1時　1日２時／７時　４日２時　他７
時開演　３０日休演　アトリエファンファーレ高円寺
	 ※1０回（３回／７回）

KSPL製作委員会　音楽劇
２７日㈮～1２月６日㈰

「黒と白―purgatorium―ad libitum」
脚本・演出＝ヨリコジュン
出演＝岩永徹也　平井雄基　國島直希　岩佐祐樹　橘
りょう他
〈９５００円　オンライン６０００円〉　２８日５時３０分　２９・
５・６日1２時／５時３０分　２・４日1時／６時３０分　他６時
３０分開演　３０日休演　ヒューリックホール東京　
	 ※1４回（４回／1０回）

２０２０舞台｢SERVAMP―サーヴァンプ―｣製作委員会
２７日㈮～1２月６日㈰

「SERVAMP―サーヴァンプ―｣
脚本・演出＝米山和仁
出演＝竹中凌平　千田京平　輝山立　富永勇也　堀田
怜央他
〈1０５００円〉　２８・２９・５日1時／６時　３日２時／７時　６
日1２時／５時　他７時開演　３０日休演　全労済ホール
／スペース・ゼロ	 ※1４回（５回／９回）

劇団子供鉅人
２７日㈮～1２月６日㈰
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「ギャラクシー銀座」
脚本・演出＝益山貴司
出演＝益山貴司　億なつき　キキ花香　影山徹　ミネ
ユキ他
〈５０００円〉　２８・５日1時／６時　２９日1時　２日２時／７
時３０分　６日11時／４時　他７時３０分開演　駅前劇場
	 ※1４回（５回／９回）

PROJECT Fe
２８日㈯

「白黒つけない」
脚本・演出＝恵南牧
出演＝恵南牧　三井奈々
〈無料　投げ銭制〉　1２時３０分／２時３０分開演　JMS
アステールプラザ西側エントランス	 ※２回【広島】

紅月劇団
２８日㈯

「grotesque～一休と地獄太夫～」
脚本・演出＝石倉正英
出演＝伊藤美友　若林カムイ宏彰　河田カルロス啓介　
石倉正英　秋元淳他
〈３０００円　中学生以下1５００円〉　４時／７時開演　堀
江・萬福寺	 ※２回【大阪】

いばらきオペラ亭
２８日㈯

「メリー・ウィドウ」
脚本＝F.レハール　演出＝いばらきオペラ亭
出演＝矢野文香　奥村哲　東里桜　川野貴之　池田真
己他
〈1８００円〉　２時開演　茨木市市民総合センター　
	 ※1回【大阪】

Theater Project Koa
２８日㈯・２９日㈰

「イントレランスの祭」
脚本＝鴻上尚史　演出＝森健太郎
出演＝赤坂侑子　清家麻里奈　近藤綾香　西村裕慶　
中村寛子他
〈３０００円　学生２０００円〉　２８日３時／７時　２９日1時／５
時開演　DAIHATSU 心斎橋角座	 ※４回【大阪】

劇団桜月会
２８日㈯・２９日㈰

「となりのトト姉ちゃん」
脚本・演出＝佐倉ハルキ
出演＝佐倉ハルキ　北条篤志　大月航　サイトウ　佐
倉亜衣美他

〈1０００円〉　11時３０分／３時／７時開演　イカロスの森
	 ※６回【兵庫】

waqu:iraz
２８日㈯・２９日㈰

「プラスチックプール」「ジオラマティックパレード」
脚本＝高木充子　脚本・演出＝保坂萌　演出＝小林真
梨恵
出演＝小林真梨恵　松尾音音　西山里花　中谷弥生　
関森絵美他
〈４０００円　配信チケット２５００円〉　２８日２時／７時　２９
日1２時／４時開演　劇場HOPE	 ※４回

+new Company
２８日㈯・２９日㈰

「ランの宝物　ランとティンラの小さな旅」
脚本・演出＝+new	Company
出演＝+new	Company
〈５５００円〉　２８日５時３０分　２９日11時３０分／1時４５分開
演　スクエア荏原・ひらつかホール	 ※３回【神奈川】

劇団櫻餅 第四回公演
２８日㈯・２９日㈰

「夢ならしょうがない」
脚本＝仁見栗子　演出＝佐藤猟
出演＝佐藤猟　赤城涼人　中嶋岬　こやまゆうり　田
平マサヤ他
〈２０００円〉　２８日1時／７時　２９日1時／６時開演　池袋
GEKIBA	 ※４回

Reading Bitter
２８日㈯・２９日㈰

「スペイシックス」
脚本・演出＝八十木小一
出演＝中村優結　赤松みなみ　千歳ゆず　伊藤ちほ　
小坂ゆうき他
〈３０００円〉　1時／４時／７時開演　ザ☆キッチンNAK
ANO	 ※６回

喜劇のヒロイン
２８日㈯・２９日㈰

「生まれる！」
脚本＝新宮虎太朗　演出＝村山和弥
出演＝土屋康平　岩塚光希　田中心太
〈２０００円　２３歳以下1５００円〉　２８日11時３０分／３時３０
分／７時３０分　２９日11時３０分／３時／６時３０分開演　
APOCシアター	 ※６回

「老いと演劇」OiBokkeShi

340

	 ※５回【北海道】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1２月４日㈮～６日㈰　〈３５００円〉　４日８時　５日２時／
７時　６日1時／６時開演　in→dependent theatre 
１st　※５回【大阪】

地点
２７日㈮～２９日㈰

「ブレヒト売り」
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〉　８時開演　アンダースロー　
	 ※３回【京都】

かまどキッチン
２７日㈮～３０日㈪

「人人人人人←波打って流れる川っぽい」「人人人人人
←根を張って聳える杉っぽい」
脚本・演出＝児玉健吾
出演＝石原朋香　浦田すみれ　波多野伶奈
〈３０００円　学生２５００円　高校生1０００円〉　２７日７時３０
分　３０日７時３０分　他２時／７時開演　スタジオ「HIK
ARI」	 ※６回【神奈川】

THEATRE WING
２７日㈮～３０日㈪

「Angels In Duality」
脚本・演出＝別役慎司
出演＝大場結香　岩崎礼華　かとうしんご　藤田奈月　
横田実優他
〈４０００円　オンライン生配信２５００円〉　２７日７時３０分　
３０日1時　他1時／７時開演　シアターウィング　
	 ※６回

しみくれ
２７日㈮～1２月1日㈫

「昨日の自分と明日のあなた」「アマニサクト」
脚本・演出＝清水康栄
出演＝關根史明　一内侑　未悠　向井彩華　モリマリ
コ他
〈４０００円〉　２７日３時３０分／７時３０分　1日11時／２時３０
分／６時　他1２時３０分／４時／７時３０分開演　荻窪小
劇場	 ※1４回（11回／３回）

劇団おおたけ産業
２７日㈮～1２月２日㈬

「歌わせたい男たち」
脚本＝永井愛　演出＝大竹匠

出演＝遠藤理子　冠仁　賢茂エイジ　藤原拓弥　小野
由衣
〈４０００円〉　２７日７時　２９～1日２時／７時　他1時／６時
開演　新宿眼科画廊	 ※11回（７回／４回）

芸門
２７日㈮～1２月３日㈭

「豆腐屋の唄～小さな島の家族物語～」
脚本・演出＝コロッポックル佐藤
出演＝妃乃ゆりあ　村田一晃　橘未佐子　稲葉凌一　
福田優他
〈４０００円〉　２７日７時　３０日２時／７時　３日1時　他1時
／６時開演　1・２日休演　武蔵野芸能劇場・小劇場　
	 ※８回（７回／1回）

URAZARU
２７日㈮～1２月６日㈰

「二進法の彼女」
脚本＝石戸浩太朗　演出＝太田勝　西貴人
出演＝スヅキハヤツ　猫田にき　青山泰菜　内田翔太　
大屋海他
〈４５００円〉　２９・６日1時　1日２時／７時　４日２時　他７
時開演　３０日休演　アトリエファンファーレ高円寺
	 ※1０回（３回／７回）

KSPL製作委員会　音楽劇
２７日㈮～1２月６日㈰

「黒と白―purgatorium―ad libitum」
脚本・演出＝ヨリコジュン
出演＝岩永徹也　平井雄基　國島直希　岩佐祐樹　橘
りょう他
〈９５００円　オンライン６０００円〉　２８日５時３０分　２９・
５・６日1２時／５時３０分　２・４日1時／６時３０分　他６時
３０分開演　３０日休演　ヒューリックホール東京　
	 ※1４回（４回／1０回）

２０２０舞台｢SERVAMP―サーヴァンプ―｣製作委員会
２７日㈮～1２月６日㈰

「SERVAMP―サーヴァンプ―｣
脚本・演出＝米山和仁
出演＝竹中凌平　千田京平　輝山立　富永勇也　堀田
怜央他
〈1０５００円〉　２８・２９・５日1時／６時　３日２時／７時　６
日1２時／５時　他７時開演　３０日休演　全労済ホール
／スペース・ゼロ	 ※1４回（５回／９回）

劇団子供鉅人
２７日㈮～1２月６日㈰
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２８日㈯・２９日㈰
「ハッピーソング」
脚本・演出＝菅原直樹
出演＝岡田忠雄　金定和沙　花房宏亮　古川恭子　申
瑞季他
〈1５００円　２０歳以下1０００円〉　２時開演　奈義町文化セ
ンター・大ホール	 ※２回【岡山】

板橋演劇センター
２８日㈯・２９日㈰

「終わりよければすべてよし」
脚本＝Ｗ・シェイクスピア　演出＝遠藤栄藏
出演＝遠藤栄藏　加藤敏雄　桑島義明　眞藤ヒロシ　
深澤誠他
〈４０００円　学生３０００円〉　２時開演　板橋区立文化会
館・小ホール	 ※２回

株式会社アレキサンドライト
２８日㈯・２９日㈰

「光と影」
脚本・演出＝岡部優妙
出演＝鳴海じゅん　綺華れい　實川ふう
〈６０００円〉　1２時／５時開演　HEP HALL　
	 ※４回【大阪】

株式会社World Code　ワーキングステージ
２８日㈯～1２月５日㈯

「ビジネスライクプレイ」
脚本・演出＝川尻恵太
出演＝赤澤燈　陳内将　健人　松井勇歩　山﨑晶吾他
〈プレミアム席11５００円　一般席９５００円〉　２８日５時３０
分　３０・４日７時　1～３日２時／７時　他1２時３０分／５
時３０分開演　新宿FACE	 ※1３回（４回／９回）

しんゆりシアター
２８日㈯～1２月６日㈰

「桜の園　四幕の喜劇」
脚本＝アントン・チェーホフ　演出＝五戸真理枝
出演＝山本郁子　真那胡敬二　前東美菜子　横山友香　
堀文明他
〈４０００円　学生２５００円〉　２９・1・２・５・６日２時　他６
時３０分開演　３０日休演　川崎市アートセンター・ア
ルテリオ小劇場	 ※８回（２回／６回）【神奈川】

Perky pat presents
２８日㈯～1２月６日㈰

「燈籠」
脚本＝太宰治　演出＝加藤智宏
出演＝藤島えり子

〈２０００円　学生以下1５００円〉　２９日２時　1・２日７時　
他２時／７時開演　３日休演　円頓寺Les Piliers　
	 ※11回（３回／８回）【愛知】

バター猫のパラドックス
２８日㈯～1２月７日㈪

「二進法の彼女」
脚本＝石戸浩太朗　演出＝西貴人
出演＝小山分季陽　寺沢美玲　古里友美　つるにしこ
うき　上野理他
〈４５００円〉　２９・６日６時　３０日２時／７時　２・４日７時　
他２時開演　1日休演　アトリエファンファーレ高円
寺	 ※1０回（４回／６回）

劇団メルシアーク
２９日㈰

「仮面の秘密２」
脚本・演出＝小峯和浩
出演＝関口理紗　Nina　来栖好咲　吉田忠邦　赤塚
幹夫他
〈２５００円　配信1０００円〉　７時開演　小劇場メルシアー
ク神楽坂	 ※1回

戯曲組
２９日㈰～1２月６日㈰

「江の島行」
脚本・演出＝吉村元希
出演＝渡辺梓　渡邊りょう　内山由香莉　田中玲　松
本圭世他
〈３５００円　配信チケット２０００円〉　３時開演　泰生ビル
屋上特設会場	 ※８回（２回／６回）【神奈川】

《１２月》

神戸三宮シアター・エートー
1日㈫

「清水宏の世界を笑わせろ　メキシコ危機一髪編」
脚本・演出＝清水宏
出演＝清水宏
〈３５００円　映像配信1８００円〉　７時３０分開演　神戸三宮
シアター・エートー	 ※1回【兵庫】

情熱のフラミンゴ
1日㈫・２日㈬

「ちょっとまって（WAIT A MINUTE）」
脚本・演出＝島村和秀
出演＝秋場清之　西田夏奈子　兵藤公美
〈1０００円〉　1日８時　２日３時／８時開演　プーク人形
劇場	 ※３回
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た組。
1日㈫～11日㈮

「私は私の家を焼くだけ」
脚本・演出＝加藤拓也
出演＝村上穂乃佳　鳥谷宏之　政岡泰志　宮下かな子
〈２０００円〉　７時３０分開演　５・６日休演　ネスカフェ原
宿	 ※９回

劇団桟敷童子
1日㈫～1３日㈰

「花トナレ」
脚本＝サジキドウジ　演出＝東憲司
出演＝板垣桃子　稲葉能敬　鈴木めぐみ　川原洋子　
山本あさみ他
〈４０００円〉　３・４・７・８・1０・11日２時　５・1２日1時／
６時　９日２時／７時　1３日1時　他７時開演　すみだ
パークシアター倉	 ※1６回

オフィスマウンテン
２日㈬・３日㈭

「アながあくほド　フルボディバージョン」
脚本・演出＝山縣太一
出演＝岡田勇人　飯塚大周　宮﨑輝　たくみちゃん
〈３０００円〉　２日８時　３日３時開演　STスポット　
	 ※２回【神奈川】

GemFragments PROJECT
２日㈬～６日㈰

「GemFragments」
脚本＝ふじかわ　演出＝ほさかよう
出演＝杉江大志　三好大貴　設楽銀河　大海将一郎　
田口涼他
〈1２０００円　1００００円〉　２日７時　５日1時／６時　６日1２
時／４時３０分　他２時／７時開演　CBGKシブゲキ‼
	 ※９回

LEGENDSTAGE feat. HOTCHKISS
２日㈬～６日㈰

「Nightmare Hospital～七つの罪に花束を～」
脚本・演出＝米山和仁　演出＝小玉久仁子
出演＝江田剛　稲葉光　菊池真琴　水崎綾　山﨑雅志
他
〈1００００円　ライブ配信４４００円〉　２日７時　５日1時／６
時　６日1２時／５時　他２時／７時開演　草月ホール
	 ※９回

タニノクロウ×オール富山 ２nd stage
２日㈬～６日㈰

「笑顔の砦 ’２０帰郷」

脚本・演出＝タニノクロウ
出演＝緒方晋　山﨑広介　谷屋桃威　中尾槙一　坂井
宏彰他
〈４０００円　２５歳以下２５００円〉　５日1時／７時　６日1時　
他７時開演　富山市芸術文化ホール	 ※６回【富山】

演劇企画ユニット劇団山本屋
２日㈬～６日㈰

「ワガままな街」
脚本・演出＝山本タク
出演＝東将司　藤原亜紀乃　船木政秀　滝沢亮太　五
十嵐山人他
〈６０００円　５０００円〉　２日７時　５日1時／６時　６日1２時
／５時　他２時／７時開演　シアターKASSAI	 ※９回

O–keyプロデュース
２日㈬～７日㈪

「覚醒ノスタルジック―NEO―」
脚本・演出＝坂田鉄平
出演＝安田裕　奈菜　嶋田真　古畑恵介　青木ひなた
他
〈４８００円〉　２日７時　５・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

宮下貴浩×私オム　舞台
２日㈬～８日㈫

「ぶきような嘘」
脚本・演出＝私オム
出演＝安里勇哉　小南光司　荻野由佳　大野瑞生　永
松文太他
〈９０００円〉　３・４日1時／７時　６日1２時／６時　８日1２
時・５時　他７時開演　５日休演　シアターサンモール
	 ※1０回

MCR
２日㈬～1３日㈰

「女がつらいよ」「パンダが降る日」
脚本・演出＝櫻井智也
出演＝川久保晴　堀靖明　澤唯　櫻井智也　おがわ
じゅんや他
〈３５００円　学生２０００円〉　５・６・1２・1３日２時／６時　
他７時３０分開演　OFF・OFFシアター	 ※1６回

一般社団法人深海洋燈
２日㈬～1６日㈬

「Oradexon」
脚本・演出＝申大樹
出演＝日和佐美香　佐藤梟　松本麻実　染野弘考　小
林由尚他
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２８日㈯・２９日㈰
「ハッピーソング」
脚本・演出＝菅原直樹
出演＝岡田忠雄　金定和沙　花房宏亮　古川恭子　申
瑞季他
〈1５００円　２０歳以下1０００円〉　２時開演　奈義町文化セ
ンター・大ホール	 ※２回【岡山】

板橋演劇センター
２８日㈯・２９日㈰

「終わりよければすべてよし」
脚本＝Ｗ・シェイクスピア　演出＝遠藤栄藏
出演＝遠藤栄藏　加藤敏雄　桑島義明　眞藤ヒロシ　
深澤誠他
〈４０００円　学生３０００円〉　２時開演　板橋区立文化会
館・小ホール	 ※２回

株式会社アレキサンドライト
２８日㈯・２９日㈰

「光と影」
脚本・演出＝岡部優妙
出演＝鳴海じゅん　綺華れい　實川ふう
〈６０００円〉　1２時／５時開演　HEP HALL　
	 ※４回【大阪】

株式会社World Code　ワーキングステージ
２８日㈯～1２月５日㈯

「ビジネスライクプレイ」
脚本・演出＝川尻恵太
出演＝赤澤燈　陳内将　健人　松井勇歩　山﨑晶吾他
〈プレミアム席11５００円　一般席９５００円〉　２８日５時３０
分　３０・４日７時　1～３日２時／７時　他1２時３０分／５
時３０分開演　新宿FACE	 ※1３回（４回／９回）

しんゆりシアター
２８日㈯～1２月６日㈰

「桜の園　四幕の喜劇」
脚本＝アントン・チェーホフ　演出＝五戸真理枝
出演＝山本郁子　真那胡敬二　前東美菜子　横山友香　
堀文明他
〈４０００円　学生２５００円〉　２９・1・２・５・６日２時　他６
時３０分開演　３０日休演　川崎市アートセンター・ア
ルテリオ小劇場	 ※８回（２回／６回）【神奈川】

Perky pat presents
２８日㈯～1２月６日㈰

「燈籠」
脚本＝太宰治　演出＝加藤智宏
出演＝藤島えり子

〈２０００円　学生以下1５００円〉　２９日２時　1・２日７時　
他２時／７時開演　３日休演　円頓寺Les Piliers　
	 ※11回（３回／８回）【愛知】

バター猫のパラドックス
２８日㈯～1２月７日㈪

「二進法の彼女」
脚本＝石戸浩太朗　演出＝西貴人
出演＝小山分季陽　寺沢美玲　古里友美　つるにしこ
うき　上野理他
〈４５００円〉　２９・６日６時　３０日２時／７時　２・４日７時　
他２時開演　1日休演　アトリエファンファーレ高円
寺	 ※1０回（４回／６回）

劇団メルシアーク
２９日㈰

「仮面の秘密２」
脚本・演出＝小峯和浩
出演＝関口理紗　Nina　来栖好咲　吉田忠邦　赤塚
幹夫他
〈２５００円　配信1０００円〉　７時開演　小劇場メルシアー
ク神楽坂	 ※1回

戯曲組
２９日㈰～1２月６日㈰

「江の島行」
脚本・演出＝吉村元希
出演＝渡辺梓　渡邊りょう　内山由香莉　田中玲　松
本圭世他
〈３５００円　配信チケット２０００円〉　３時開演　泰生ビル
屋上特設会場	 ※８回（２回／６回）【神奈川】

《１２月》

神戸三宮シアター・エートー
1日㈫

「清水宏の世界を笑わせろ　メキシコ危機一髪編」
脚本・演出＝清水宏
出演＝清水宏
〈３５００円　映像配信1８００円〉　７時３０分開演　神戸三宮
シアター・エートー	 ※1回【兵庫】

情熱のフラミンゴ
1日㈫・２日㈬

「ちょっとまって（WAIT A MINUTE）」
脚本・演出＝島村和秀
出演＝秋場清之　西田夏奈子　兵藤公美
〈1０００円〉　1日８時　２日３時／８時開演　プーク人形
劇場	 ※３回
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〈２５００円〉　２日７時開演　電波劇場	 ※1５回

Etheaterオーヘンリー・リーディングシアター
３日㈭

「The Last Leaf」
脚本＝オー・ヘンリー　演出＝ジャスティン・クリス
トファー
出演＝平田裕美　永島クレナ　小野寺春枝　東洋岬花
〈1５００円〉　７時３０分開演　Tokyo Art Center　
	 ※1回

HOLIDAYS
３日㈭～５日㈯

「BLANK」
脚本・演出＝深堀絵梨
出演＝うえだななこ　太田順子　榮一也
〈1０００円以上〉　３日７時　４日２時／７時　５日1時／６時
開演　BankART １9２9 Yokohama	 ※５回【神奈川】

遊戯空間
３日㈭～６日㈰

「詩Ｘ劇　フクシマの屈折率」
脚本＝和合亮一　演出＝篠本賢一
出演＝藤田三三三　山田栄子　神保麻奈　渕野陽子　
坂本容志枝他
〈４０００円　大学・専門学校生２５００円　高校生以下1５００
円〉　５日1時／６時　６日1時　他２時／７時開演　上野
ストアハウス	 ※７回

ノーコンタクツ
３日㈭～６日㈰

「サンタクロースが歌ってくれた」
脚本＝成井豊　演出＝麻見拓斗　柳瀬翼
出演＝赤眞秀輝　麻見拓斗　飯笹美希　尾鷲知恵　か
ねしろまなぶ他
〈３８００円〉　６日1２時／５時　他1時／７時開演　萬劇場
	 ※８回

演劇集団LQ
３日㈭～６日㈰

「幸せについて（仮）」
脚本・演出＝オカザキケン
出演＝杉島俊輝　土屋涼子　小林佑太　関根良太　春
若舞他
〈３７００円〉　３日７時　４日２時／７時　５日1時／６時　６
日1時／５時３０分開演　中板橋・新生館スタジオ　
	 ※７回

浅草九劇

３日㈭～６日㈰
「PINT」
脚本・演出＝オークラ
出演＝新井郁　川島海荷
〈４２００円　オンライン生配信チケット２０００円〉　５・６
日1時／５時　他２時／７時開演　浅草九劇	 ※８回

AMミュージカル
３日㈭～６日㈰

「ジャックス」
脚本・演出＝宮谷達也
出演＝荒川裕介　宮谷達也　小林貴葉　伊藤千由李　
河野凌太他
〈プレミアムチケット1００００円　５５００円　高校生以下
３０００円〉　５日1２時／５時　６日11時・４時　他６時３０分
開演　名古屋市東文化小劇場	 ※６回【愛知】

合同会社リトル堂
３日㈭～６日㈰

「おかしな転生―おいしい笑顔のつくり方―」
原作＝古流望　脚本＝差異等たかひ子　演出＝尾崎真
一
出演＝笹翼　沖津海友　倉持聖菜　氏家蓮　佑太他
〈S席７５００円　A席５８００円〉　３日６時３０分　４日２時／６
時３０分　５日1時／６時　６日1２時／４時開演　ラゾー
ナ川崎プラザソル	 ※７回【神奈川】

シラカン
３日㈭～６日㈰

「ぞう騒々」
脚本・演出＝西岳
出演＝岩田里都　村田天翔　葛生大雅
〈２８００円　高校生以下1８００円〉　５日２時／７時　６日２
時　他７時開演　ロームシアター京都ノースホール　
	 ※５回【京都】

福島演劇鑑賞会　朗読劇
３日㈭～６日㈰

「人間失格」
原作＝太宰治　上演台本＝岡山矢　演出＝岡山矢
出演＝仲代達矢　西山知佐　進藤健太郎　川村進　高
橋星音他
〈２４００円　大学生1５００円　高校生以下５００円〉　３日６時
３０分　他1時３０分開演　福島テルサ FTホール　
	 ※４回【福島】

劇団肋骨蜜柑同好会
３日㈭～1３日㈰

「２０２０」
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脚本・演出＝フジタタイセイ
出演＝嶋谷佳恵　藤本悠希　室田渓人　森かなみ　ア
ンディ本山他
〈４５００円　学生３５００円　中高生５００円　配信２５００円〉　
３日７時　1３日1時　他1時／７時開演　８日休演　サン
モールスタジオ	 ※1８回

阿佐ヶ谷スパイダース
３日㈭～1３日㈰

「ともだちが来た」
脚本＝鈴江俊郎　演出＝中山祐一朗
出演＝坂本慶介　本多力　土佐和成　森一生
〈４５００円〉　５・６・1２日２時／６時　８～1０日２時／７時
３０分　1３日２時　他７時３０分開演　小劇場B１	 ※1７回

ENGISHA THEATER COMPANY
４日㈮

「演氣者塾ショートステージ」
脚本・演出＝大村未童
出演＝大地葵　久留飛雄己　金子辰一郎　山田将平　
はる菜他
〈オンライン配信1０００円〉　７時３０分開演　ENGISYA
のらのらシアター	 ※1回【長野】

ダンス×朗読ユニットFULL MOON
４日㈮・５日㈯

「雪の女王」
脚本＝山本絵理　演出＝FULL	MOON
出演＝市川沙紀　勝田みき　小さか理恵　谷川知栄実　
山本絵理
〈２５００円〉　４日７時　５日1０時３０分／1時３０分／４時３０
分開演　オドラボスペース・スタジオ１　
	 ※４回【大阪】

まつもと市民芸術館
４日㈮・５日㈯

「月夜のファウスト」
脚本・演出＝串田和美
出演＝串田和美
〈２０００円　1８歳以下５００円〉　４日７時　５日２時開演　
AI・HALL	 ※２回【兵庫】
※当公演は下記にて公演有り。
▼７日㈪・８日㈫　〈２０００円　1８歳以下５００円〉　７時開
演　北九州芸術劇場・小劇場　※２回【福岡】　▼1２日
㈯～1６日㈬　〈２０００円　1８歳以下５００円〉　1５日７時　
他２時開演　1４日休演　まつもと市民芸術館・シア
ターパーク　※４回【長野】

Sky Theater PROJECT　無観客配信公演

４日㈮～６日㈰
「郵便飛行士サンテグジュペリ」
脚本・演出＝四方田直樹
出演＝佐藤拓之　いいづか康彦　高山和之　森山光治
良　笠兼三他
〈配信のみ２５００円〉　４日２時・８時　他11時／２時／５
時／８時開演　遊空間がざびぃ	 ※1０回

ぺぺぺの会
４日㈮～６日㈰

「おばけばかり」
脚本・演出＝宮澤大和　中島梓織　黒澤優美
出演＝石塚晴日　佐藤鈴奈　熊野美幸　松浦みる　飯
尾朋花他
〈３８００円　大学生・大学院生２８００円　高校生1３００円〉　
６日1時　他２時／６時開演　シアターグリーン BASE 
THEATER	 ※５回

２０’s
４日㈮～６日㈰

「Liar」
脚本＝金田風花　演出＝小見山千里　作曲＝久野飛鳥
出演＝丸山真矢　永田茉彩　竹村球斗　大場千聡　伊
坂光由
〈４０００円　２９歳以下３５００円〉　４日７時３０分　５日２時／
７時３０分　６日1２時／４時開演　studio ZAP!	 ※５回

飛ぶ劇場
４日㈮～６日㈰

「ガギグゲゲ妖怪倍々禁」
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〉　４日７時　
５日２時／６時　６日２時開演　北九州芸術劇場・小劇場
	 ※４回【福岡】

関西大学劇団万絵巻
４日㈮～６日㈰

「あやかし」
脚本・演出＝ノンベジ・JK・花夏流
出演＝関西大学劇団万絵巻
〈1５００円　学生1２００円　高校生以下５００円〉　４日６時　
５日1２時３０分／６時３０分　６日11時３０分／４時開演　大
阪市立芸術創造館	 ※５回【大阪】

地点
４日㈮～６日㈰

「正面に気をつけろ」
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〈２５００円〉　２日７時開演　電波劇場	 ※1５回

Etheaterオーヘンリー・リーディングシアター
３日㈭

「The Last Leaf」
脚本＝オー・ヘンリー　演出＝ジャスティン・クリス
トファー
出演＝平田裕美　永島クレナ　小野寺春枝　東洋岬花
〈1５００円〉　７時３０分開演　Tokyo Art Center　
	 ※1回

HOLIDAYS
３日㈭～５日㈯

「BLANK」
脚本・演出＝深堀絵梨
出演＝うえだななこ　太田順子　榮一也
〈1０００円以上〉　３日７時　４日２時／７時　５日1時／６時
開演　BankART １9２9 Yokohama	 ※５回【神奈川】

遊戯空間
３日㈭～６日㈰

「詩Ｘ劇　フクシマの屈折率」
脚本＝和合亮一　演出＝篠本賢一
出演＝藤田三三三　山田栄子　神保麻奈　渕野陽子　
坂本容志枝他
〈４０００円　大学・専門学校生２５００円　高校生以下1５００
円〉　５日1時／６時　６日1時　他２時／７時開演　上野
ストアハウス	 ※７回

ノーコンタクツ
３日㈭～６日㈰

「サンタクロースが歌ってくれた」
脚本＝成井豊　演出＝麻見拓斗　柳瀬翼
出演＝赤眞秀輝　麻見拓斗　飯笹美希　尾鷲知恵　か
ねしろまなぶ他
〈３８００円〉　６日1２時／５時　他1時／７時開演　萬劇場
	 ※８回

演劇集団LQ
３日㈭～６日㈰

「幸せについて（仮）」
脚本・演出＝オカザキケン
出演＝杉島俊輝　土屋涼子　小林佑太　関根良太　春
若舞他
〈３７００円〉　３日７時　４日２時／７時　５日1時／６時　６
日1時／５時３０分開演　中板橋・新生館スタジオ　
	 ※７回

浅草九劇

３日㈭～６日㈰
「PINT」
脚本・演出＝オークラ
出演＝新井郁　川島海荷
〈４２００円　オンライン生配信チケット２０００円〉　５・６
日1時／５時　他２時／７時開演　浅草九劇	 ※８回

AMミュージカル
３日㈭～６日㈰

「ジャックス」
脚本・演出＝宮谷達也
出演＝荒川裕介　宮谷達也　小林貴葉　伊藤千由李　
河野凌太他
〈プレミアムチケット1００００円　５５００円　高校生以下
３０００円〉　５日1２時／５時　６日11時・４時　他６時３０分
開演　名古屋市東文化小劇場	 ※６回【愛知】

合同会社リトル堂
３日㈭～６日㈰

「おかしな転生―おいしい笑顔のつくり方―」
原作＝古流望　脚本＝差異等たかひ子　演出＝尾崎真
一
出演＝笹翼　沖津海友　倉持聖菜　氏家蓮　佑太他
〈S席７５００円　A席５８００円〉　３日６時３０分　４日２時／６
時３０分　５日1時／６時　６日1２時／４時開演　ラゾー
ナ川崎プラザソル	 ※７回【神奈川】

シラカン
３日㈭～６日㈰

「ぞう騒々」
脚本・演出＝西岳
出演＝岩田里都　村田天翔　葛生大雅
〈２８００円　高校生以下1８００円〉　５日２時／７時　６日２
時　他７時開演　ロームシアター京都ノースホール　
	 ※５回【京都】

福島演劇鑑賞会　朗読劇
３日㈭～６日㈰

「人間失格」
原作＝太宰治　上演台本＝岡山矢　演出＝岡山矢
出演＝仲代達矢　西山知佐　進藤健太郎　川村進　高
橋星音他
〈２４００円　大学生1５００円　高校生以下５００円〉　３日６時
３０分　他1時３０分開演　福島テルサ FTホール　
	 ※４回【福島】

劇団肋骨蜜柑同好会
３日㈭～1３日㈰

「２０２０」
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脚本＝松原俊太郎　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　アンダースロー　
	 ※３回【京都】

北口改札
４日㈮～６日㈰

「みてみぬふり」
脚本・演出＝坪井俊樹
出演＝市原一平　小林鈴果　西田好美
〈２５００円　学生1８００円〉　４日３時３０分／７時３０分　５日
２時／７時　６日1２時／４時開演　スタジオ空洞　
	 ※６回

劇団papercraft　配信限定作品
４日㈮～６日㈰

「たかがバス停、されど待つ時&family」
脚本・演出＝海路
出演＝岩永亮介　朝長ゆきの　粟大和　榎本淳　金丸
奈七美他
〈３５００円　配信２０００円〉　４日３時／７時　５日1２時／７
時　６日1２時／５時開演　RAFT	 ※６回

DMM STAGE　舞台
４日㈮～６日㈰

「賭博黙示録カイジ」
脚本＝真柴あずき　演出＝山崎彬
出演＝山崎大輝　鯨井康介　馬場良馬　なだぎ武　綾
切拓也他
〈1２０００円〉　４日７時　５日1時／６時　６日1時開演　京
都劇場	 ※４回【京都】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1０日㈭～1３日㈰　〈1２０００円〉　1２・1３日1２時／５時　
他２時／７時開演　ヒューリックホール東京　※８回

神田時来組
４日㈮～６日㈰

「時来組！大人の文化祭‼」
脚本・演出＝神田時来組
出演＝神田時来組
〈３８００円〉　４日７時　他1時開演　アートスポット・ラ
ド	 ※３回

円神　Debut Stage
４日㈮～７日㈪

「nonagon～始まりの音～」
脚本・演出＝マンボウやしろ
出演＝円神　A.rik　草地稜之　熊澤歩哉　瀧澤翼他

〈８０００円〉　４日７時　７日1時　他1時／６時開演　東京
国際フォーラム ホールC	 ※６回
※当公演は下記にて公演有り。
▼11日㈮～1３日㈰　〈８０００円〉　11日７時　他1時／６
時開演　COOL JAPAN PARK OSAKA・WWホー
ル　※５回【大阪】

東京E–Do motions.
４日㈮～８日㈫

「その7人、楽屋にて」
脚本・演出＝森田陽祐
出演＝小口ふみか　北川義彦　音野暁　森田陽祐　黒
森こけ。他
〈２８００円〉　５日1時／６時　６日1時／５時　８日２時／６
時　他２時／７時開演　新宿眼科画廊	 ※1０回

gekidanU
４日㈮～1３日㈰

「With Home」
脚本＝木村美月　脚本・演出＝遠藤遊　ヒガシナオキ　
出演＝市川賢太郎　高田涼太　土萠そひ　森下凜央　
小野寺絢香他
〈２５００円〉　４・1０・11日８時　他２時／５時／８時開演　
アトリエ5-２5-6	 ※1５回

舞台「幽☆遊☆白書」製作委員会
４日㈮～1５日㈫

「幽☆遊☆白書　其の弐」
脚本・演出＝伊藤栄之進　演出＝加古臨王　荒木宏文
出演＝崎山つばさ　郷本直也　鈴木拡樹　橋本祥平　
未来他
〈1３０００円〉　５・６・1２・1３日1時／５時３０分　８・1０日
２時／６時３０分　９日２時　1５日1２時　他６時３０分開演　
７日休演　ステラボール	 ※1７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈮～２０日㈰　〈1３０００円〉　1８日６時３０分　1９日
1時／５時３０分　２０日1２時・４時３０分開演　COOL JA
PAN PARK OSAKA・WWホール　※５回【大阪】　
▼２３日㈬～３０日㈬　〈1３０００円〉　２３日６時３０分　２４日
２時／６時３０分　２８日６時　２９日２時・６時　３０日1２時　
他1時／５時３０分開演　２５日休演　京都劇場　※11回
【京都】

文学座
４日㈮～1６日㈬

「ガールズ・イン・クライシス」
脚本＝アンネ・レッパー　演出＝生田みゆき
出演＝金沢映子　横田栄司　亀田佳明　吉野実紗　鹿
野真央他
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〈４８００円　２５歳以下２７００円〉　４・５日７時　７・1０・
1２・1５日２時／７時　他２時開演　９日休演　文学座ア
トリエ	 ※1６回

風姿花伝プロデュース
４日㈮～２０日㈰

「ミセス・クライン」
脚本＝ニコラス・ライト　演出＝上村聡史
出演＝那須佐代子　伊勢佳世　占部房子
〈６９００円　シニア５５００円　学生２０００円　高校生以下
1０００円〉　６・８・1０・1２・1４・1６・1９日２時／７時　
11・1３・1８・２０日２時　他７時開演　９・1５日休演　シ
アター風姿花伝	 ※２２回

青海波―SEIKAIHA―
４日㈮～２７日㈰

「淡路の月に誓う」
脚本・演出＝謝珠栄
出演＝近藤真行　友石竜也　高畠ゆうみ　山澤誠　小
松森太郎他
〈４０００円〉　２時開演　９・1０・1６・1７・２３・２４日休演　
青海波―SEIKAIHA―波乗亭 ※1８回

関西ホラーエンターテイメント集団 伯虎座
４日㈮～２７日㈰

「地下室のサラ～アンコール～」
脚本・演出＝大河虎之介
出演＝伯虎座ホラーアクター
〈３０００円〉　５時／６時／７時３０分／８時３０分開演　６～
1７・２０～２４日休演　黒門カルチャーファクトリー　
	 ※２８回【大阪】

明日のアー
５日㈯

「新しい生活様式下におけるゴリラ軍団vs新しい生活
様式下におけるひょっとこ軍団」
脚本・演出＝大北栄人
出演＝高木珠里　中島愛子　７A　郷田明希　桑原美
穂他
〈４３００円　２５歳以下３０００円　高校生以下1０００円〉　５時
開演　上野恩賜公園・不忍池水上音楽堂	 ※1回

NPO法人シアターネットワークえひめ
５日㈯・６日㈰

「四国劇王Ⅶ」
脚本・演出＝シアターねこ
出演＝西浦真弓　岡田敬弘　玉井江吏香　木邨明恵　
丸山裕介他
〈２０００円　学生1５００円〉　５日６時３０分　６日11時／３時

３０分開演　シアターねこ	 ※３回【愛媛】

猟奇的ピンク
５日㈯・６日㈰

「キネマの憂鬱」
脚本・演出＝鶴山聖
出演＝ヤマナカサヨコ　えるしおん。　望月ほたる　
森本綾乃　神崎真他
〈４０００円　アーカイブ配信チケット２０００円〉　５日1時
／７時　６日11時３０分／４時開演　ウイングフィール
ド	 ※４回【大阪】

劇団五期会
５日㈯・６日㈰

「キセツノナイマチ～Distance Version～」
作＝山本周五郎『季節のない街』　脚本＝森脇京子　演
出＝井之上淳
出演＝尾崎麿基　森畑結美子　小川悦子　井之上淳　
牛丸裕司他
〈３０００円　学生２０００円〉　５日５時　６日11時／３時開演　
ABCホール	 ※３回【大阪】

劇団月霞美人
５日㈯・６日㈰

「絢爛とか爛漫とか～モダンガール版～」
脚本＝飯島早苗　演出＝明日蜜
出演＝志賀びわ子　ワダモエミ　明日蜜　鶴隹
〈２０００円　学生1５００円〉　５日1時／５時　６日11時／３
時開演　イカロスの森	 ※４回【兵庫】

さかい利晶の杜　与謝野晶子リーディング
５日㈯・６日㈰

「おさなきころの、、、私の生い立ちより―」
原作＝与謝野晶子　構成・演出＝条あけみ
出演＝条あけみ　佐藤惠子　江藤豊子　宮本雅代　ミ
四国学院大学〈1５００円〉　11時／２時開演　さかい利晶
の杜	 ※４回【大阪】

寅卯演劇部
５日㈯・６日㈰

「夜を照らす人」
脚本・演出＝上岡久美子
出演＝立川茜　落合晶子　青木潤　鈴木陸太　林大貴
他
〈３０００円　学生・６５歳以上・障がい者２０００円〉　５日６
時　６日11時・３時３０分開演　広島市南区民文化セン
ター・スタジオ	 ※３回【広島】

東区市民劇団 座・未来
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脚本＝松原俊太郎　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　アンダースロー　
	 ※３回【京都】

北口改札
４日㈮～６日㈰

「みてみぬふり」
脚本・演出＝坪井俊樹
出演＝市原一平　小林鈴果　西田好美
〈２５００円　学生1８００円〉　４日３時３０分／７時３０分　５日
２時／７時　６日1２時／４時開演　スタジオ空洞　
	 ※６回

劇団papercraft　配信限定作品
４日㈮～６日㈰

「たかがバス停、されど待つ時&family」
脚本・演出＝海路
出演＝岩永亮介　朝長ゆきの　粟大和　榎本淳　金丸
奈七美他
〈３５００円　配信２０００円〉　４日３時／７時　５日1２時／７
時　６日1２時／５時開演　RAFT	 ※６回

DMM STAGE　舞台
４日㈮～６日㈰

「賭博黙示録カイジ」
脚本＝真柴あずき　演出＝山崎彬
出演＝山崎大輝　鯨井康介　馬場良馬　なだぎ武　綾
切拓也他
〈1２０００円〉　４日７時　５日1時／６時　６日1時開演　京
都劇場	 ※４回【京都】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1０日㈭～1３日㈰　〈1２０００円〉　1２・1３日1２時／５時　
他２時／７時開演　ヒューリックホール東京　※８回

神田時来組
４日㈮～６日㈰

「時来組！大人の文化祭‼」
脚本・演出＝神田時来組
出演＝神田時来組
〈３８００円〉　４日７時　他1時開演　アートスポット・ラ
ド	 ※３回

円神　Debut Stage
４日㈮～７日㈪

「nonagon～始まりの音～」
脚本・演出＝マンボウやしろ
出演＝円神　A.rik　草地稜之　熊澤歩哉　瀧澤翼他

〈８０００円〉　４日７時　７日1時　他1時／６時開演　東京
国際フォーラム ホールC	 ※６回
※当公演は下記にて公演有り。
▼11日㈮～1３日㈰　〈８０００円〉　11日７時　他1時／６
時開演　COOL JAPAN PARK OSAKA・WWホー
ル　※５回【大阪】

東京E–Do motions.
４日㈮～８日㈫

「その7人、楽屋にて」
脚本・演出＝森田陽祐
出演＝小口ふみか　北川義彦　音野暁　森田陽祐　黒
森こけ。他
〈２８００円〉　５日1時／６時　６日1時／５時　８日２時／６
時　他２時／７時開演　新宿眼科画廊	 ※1０回

gekidanU
４日㈮～1３日㈰

「With Home」
脚本＝木村美月　脚本・演出＝遠藤遊　ヒガシナオキ　
出演＝市川賢太郎　高田涼太　土萠そひ　森下凜央　
小野寺絢香他
〈２５００円〉　４・1０・11日８時　他２時／５時／８時開演　
アトリエ5-２5-6	 ※1５回

舞台「幽☆遊☆白書」製作委員会
４日㈮～1５日㈫

「幽☆遊☆白書　其の弐」
脚本・演出＝伊藤栄之進　演出＝加古臨王　荒木宏文
出演＝崎山つばさ　郷本直也　鈴木拡樹　橋本祥平　
未来他
〈1３０００円〉　５・６・1２・1３日1時／５時３０分　８・1０日
２時／６時３０分　９日２時　1５日1２時　他６時３０分開演　
７日休演　ステラボール	 ※1７回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈮～２０日㈰　〈1３０００円〉　1８日６時３０分　1９日
1時／５時３０分　２０日1２時・４時３０分開演　COOL JA
PAN PARK OSAKA・WWホール　※５回【大阪】　
▼２３日㈬～３０日㈬　〈1３０００円〉　２３日６時３０分　２４日
２時／６時３０分　２８日６時　２９日２時・６時　３０日1２時　
他1時／５時３０分開演　２５日休演　京都劇場　※11回
【京都】

文学座
４日㈮～1６日㈬

「ガールズ・イン・クライシス」
脚本＝アンネ・レッパー　演出＝生田みゆき
出演＝金沢映子　横田栄司　亀田佳明　吉野実紗　鹿
野真央他

演劇年鑑 2021



348

５日㈯・６日㈰
「みなとトンネルを抜けると　いつか笑える日のために」
脚本・演出＝池田真一
出演＝中澤佑宜　佐藤喜代美　岡英彦　石井淑夫　高
橋繁實他
〈２３００円　高校生以下1５００円〉　５日６時　６日1２時３０
分／４時３０分開演　東区プラザホール	 ※４回【新潟】

劇団天八
５日㈯・６日㈰

「１００万と１回目の奇跡」
脚本・演出＝HISAKO
出演＝HISAKO　加藤崇幸　SACHI　稲森誠　上野
貴彦他
〈４５００円〉　５日３時／７時　６日11時３０分／３時開演　
HEP HALL	 ※４回【大阪】

空間シアターアクセプ
５日㈯・６日㈰

「よろしく　お月さん」
脚本・演出＝田邉克彦
出演＝小笠原真理子　國柄絵里子　柴山大樹　藤本一
喜　葛西大志
〈３０００円　学生２０００円　高校生以下1５００円〉　５日７時
３０分　６日２時開演　扇谷記念スタジオ・シアター
ZOO ※３回【北海道】

シニア演劇倶楽部 うつろ座
５日㈯・６日㈰

「新美南吉を読む」
作＝新美南吉　構成・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
〈1８００円　２５歳以下1５００円　高校生以下８００円〉　５日３
時　６日1２時／３時３０分開演　ナビロフト　
	 ※３回【愛知】

岩手大学　劇団かっぱ
５日㈯・６日㈰

「プラスチックレモン」
脚本＝広田淳一　演出＝高橋一真
出演＝三浦梨萌　渡辺渚都美　菅野結矢　力石茉南　
髙田未来他
〈1３００円　学生11００円　高校生以下５００円〉　５日1時／
６時　６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】

四国学院大学ノトススタジオ教育プログラム　ノトス
クール公演

５日㈯・６日㈰
「ドラゴンスイッチ」
脚本・演出＝西村和宏　演出＝阪本麻郁　カミイケタ
クヤ
出演＝栂崎朝香　中平早紀　黒木麻絢　白石英流　目
黒眞子他
〈1０００円〉　９時／９時３０分／1０時３０分／11時／1２時／
1２時３０分／２時／２時３０分／３時３０分／４時／５時／５
時３０分開演　四国学院大学ノトススタジオ　
	 ※２４回【香川】

札幌ハムプロジェクト
５日㈯・６日㈰

「象に釘」
脚本・演出＝すがの公
出演＝明逸人　由村鯨太　前田透　フルサキエミ　傍
嶋史紀他
〈1５００円〉　５日３時／５時／７時　６日1時／３時／５時開
演　演劇専用小劇場BLOCH	 ※６回【北海道】

劇団チームエヌズ　配信舞台
５日㈯～1２日㈯

「俺を早く死刑にしろ！」
脚本・演出＝高山直美
出演＝川島祐樹　十海絢香　YO　犬山こころ　内田
啓太他
〈３３００円〉　３時開演　千本桜ホール	 ※1回

ラビット番長
５日㈯～1２日㈯

「打てば響く」
脚本・演出＝井保三兎
出演＝渡辺あつし　吉田伊邪那　大川内延公　江崎香
澄　門地ジル子他
〈３３００円〉　３時開演　配信のみ	 ※1回

ミュージカル「スタミュ」製作委員会　 スピンオフ
team楪＆team漣単独公演

５日㈯～1３日㈰
「Storytellers」
脚本＝ハラダサヤカ　演出＝吉谷光太郎
出演＝大見拓土　石田隼　澁木稜　小波津亜廉　新里
宏太他
〈９８００円〉　５日６時　８日６時３０分　９日1時３０分／６時
３０分　1０日1時３０分　1３日1２時／４時３０分　　他1時
／６時開演　７・11日休演　THEATRE１０１０	 ※11回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈮～２０日㈰　〈９８００円〉　1８日６時３０分　1９日1
時／６時　２０日1２時３０分／５時　ステラボール　※５
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回

LIVEDOG GIRLS
５日㈯～1３日㈰

「レディ・ア・ゴーゴー!! ２０２０」
脚本＝米山和仁　演出＝伊勢直弘
出演＝田口華　髙尾ゆき　藤本結衣　田中音江　西村
美咲他
〈S席７５００	円　A席６３００円　学生A席３８００円〉　７～11
日２時／７時　1３日1２時／４時　他1時／６時開演　新
宿村LIVE	 ※1８回

チーム夜営
５日㈯～1３日㈰

「ヤツデのころ展」
脚本・演出＝チーム夜営
出演＝鶴田理紗　高澤聡美　馬場太史　大宮二郎
〈1０００円〉　1時開演　７・11日休演　STUDIO ORYZA
 ※７回

劇団壱劇屋 東京支部 presents
６日㈰

「東京支部だョ！全員集合」
脚本・演出＝竹村晋太朗
出演＝岡村圭輔　小林嵩平　竹村晋太朗　長谷川桂太　
日置翼他
〈３０００円　配信チケット1５００円〉　５時／７時開演　大
阪市立芸術創造館	 ※２回【大阪】

公益財団法人豊田市文化振興財団　アンドロイド演劇
６日㈰

「さようなら」
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝藝大オリジナルアンドロイド　村田牧子　島田
曜蔵
〈３０００円　２５歳以下1５００円〉　1時／４時開演　豊田市
民文化会館	 ※２回【愛知】

READING HIGH
６日㈰

「ALCHEMIST RENATUS～Homunculus～」
脚本・演出＝藤沢文翁
出演＝諏訪部順一　鈴木達央　豊永利行　花江夏樹　
蒼井翔太他
〈アリーナ席２００００円　1階スタンド席1８０００円　２階ス
タンド前方席1５０００円　２階スタンド後方席1２０００円〉　
６時３０分開演　日本武道館	 ※1回

人形劇団望ノ社

６日㈰
「クリスマス・キャロル～スクルージと3人の影の幽霊」
脚本・演出＝人形劇団望ノ社
出演＝人形劇団望ノ社他
〈1５００円　高校生以下1０００円　６０歳以上1２００円　親子
ペア２０００円〉　４時開演　サンシティホール　
	 ※1回【埼玉】

万能グローブ ガラパゴスダイナモス
６日㈰～２７日㈰

「ほとんどの夜になまえはない」
脚本・演出＝川口大樹
出演＝椎木樹人　横山祐香里　山崎瑞穂　石井実可子　
隠塚詩織他
〈３８００円　２５歳以下２５００円　配信２０００円〉　７・８・
11・1６・1８・２1・２３～２５日７時　1２・1４・２６日２時／
７時　他２時開演　９・1０・1５・1９・２２日休演　甘棠館
show劇場	 ※２０回【福岡】

体現帝国
７日㈪～1３日㈰

「Gulliver―不安の島―」
脚本・演出＝渡部剛己
出演＝田口佳名子　佐藤ゆり香　安部火韻　松竹亭ご
み箱　川端優典他
〈４０００円　ライブ配信４０００円〉　８時開演　名古屋市内
某所	 ※６回【愛知】

制作「山口ちはる」プロデュース
８日㈫～1３日㈰

「～ちはる塾～『明日もう君に会えない』」
脚本＝倉本朋幸　演出＝山口千晴
出演＝横山乃々香　天羽莉子　古賀ありさ　立石舞花　
大嶽典子他
〈３５００円〉　1０日２時　1２・1３日1時　他７時３０分開演　
下北沢・スターダスト	 ※６回

マームとジプシー
８日㈫～1３日㈰

「窓より外には移動式遊園地」
脚本・演出＝マームとジプシー
出演＝マームとジプシー
〈４５００円〉　８日６時　９日２時３０分／６時　1３日11時／２
時３０分　他11時／２時３０分／６時開演　LUMINE ０
	 ※1４回

劇団月とスカレッタ
８日㈫～1３日㈰

「執事たちの沈黙～勿忘草の約束～」

348

５日㈯・６日㈰
「みなとトンネルを抜けると　いつか笑える日のために」
脚本・演出＝池田真一
出演＝中澤佑宜　佐藤喜代美　岡英彦　石井淑夫　高
橋繁實他
〈２３００円　高校生以下1５００円〉　５日６時　６日1２時３０
分／４時３０分開演　東区プラザホール	 ※４回【新潟】

劇団天八
５日㈯・６日㈰

「１００万と１回目の奇跡」
脚本・演出＝HISAKO
出演＝HISAKO　加藤崇幸　SACHI　稲森誠　上野
貴彦他
〈４５００円〉　５日３時／７時　６日11時３０分／３時開演　
HEP HALL	 ※４回【大阪】

空間シアターアクセプ
５日㈯・６日㈰

「よろしく　お月さん」
脚本・演出＝田邉克彦
出演＝小笠原真理子　國柄絵里子　柴山大樹　藤本一
喜　葛西大志
〈３０００円　学生２０００円　高校生以下1５００円〉　５日７時
３０分　６日２時開演　扇谷記念スタジオ・シアター
ZOO ※３回【北海道】

シニア演劇倶楽部 うつろ座
５日㈯・６日㈰

「新美南吉を読む」
作＝新美南吉　構成・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
〈1８００円　２５歳以下1５００円　高校生以下８００円〉　５日３
時　６日1２時／３時３０分開演　ナビロフト　
	 ※３回【愛知】

岩手大学　劇団かっぱ
５日㈯・６日㈰

「プラスチックレモン」
脚本＝広田淳一　演出＝高橋一真
出演＝三浦梨萌　渡辺渚都美　菅野結矢　力石茉南　
髙田未来他
〈1３００円　学生11００円　高校生以下５００円〉　５日1時／
６時　６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】

四国学院大学ノトススタジオ教育プログラム　ノトス
クール公演

５日㈯・６日㈰
「ドラゴンスイッチ」
脚本・演出＝西村和宏　演出＝阪本麻郁　カミイケタ
クヤ
出演＝栂崎朝香　中平早紀　黒木麻絢　白石英流　目
黒眞子他
〈1０００円〉　９時／９時３０分／1０時３０分／11時／1２時／
1２時３０分／２時／２時３０分／３時３０分／４時／５時／５
時３０分開演　四国学院大学ノトススタジオ　
	 ※２４回【香川】

札幌ハムプロジェクト
５日㈯・６日㈰

「象に釘」
脚本・演出＝すがの公
出演＝明逸人　由村鯨太　前田透　フルサキエミ　傍
嶋史紀他
〈1５００円〉　５日３時／５時／７時　６日1時／３時／５時開
演　演劇専用小劇場BLOCH	 ※６回【北海道】

劇団チームエヌズ　配信舞台
５日㈯～1２日㈯

「俺を早く死刑にしろ！」
脚本・演出＝高山直美
出演＝川島祐樹　十海絢香　YO　犬山こころ　内田
啓太他
〈３３００円〉　３時開演　千本桜ホール	 ※1回

ラビット番長
５日㈯～1２日㈯

「打てば響く」
脚本・演出＝井保三兎
出演＝渡辺あつし　吉田伊邪那　大川内延公　江崎香
澄　門地ジル子他
〈３３００円〉　３時開演　配信のみ	 ※1回

ミュージカル「スタミュ」製作委員会　 スピンオフ
team楪＆team漣単独公演

５日㈯～1３日㈰
「Storytellers」
脚本＝ハラダサヤカ　演出＝吉谷光太郎
出演＝大見拓土　石田隼　澁木稜　小波津亜廉　新里
宏太他
〈９８００円〉　５日６時　８日６時３０分　９日1時３０分／６時
３０分　1０日1時３０分　1３日1２時／４時３０分　　他1時
／６時開演　７・11日休演　THEATRE１０１０	 ※11回
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈮～２０日㈰　〈９８００円〉　1８日６時３０分　1９日1
時／６時　２０日1２時３０分／５時　ステラボール　※５
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脚本・演出＝小西優司
出演＝岩崎友香　渋谷結香　中西彩乃　葵ミサ　額田
礼子他
〈４４００円〉　９・11日２時３０分／７時３０分　1２日1時３０分
／６時３０分　1３日２時３０分　他７時３０分開演　APOC
シアター	 ※９回

一般社団法人表現者工房　配信パフォーマンス
９日㈬

「tarinainanika『Coffee & I』」
脚本・演出＝tarinainanika
出演＝巣山賢太郎　タニア・コーク
〈３０００円〉　３時／７時開演　表現者工房	 ※２回【大阪】

劇団印象―indian elephant―
９日㈬～1３日㈰

「エーリヒ・ケストナー～消された名前～」
脚本・演出＝鈴木アツト
出演＝玉置祐也　山村茉梨乃　村岡哲至　泉正太郎　
杉林志保他
〈４０００円　２５歳以下３０００円〉　９日７時　11日２時／７時　
1２日２時／６時　他２時開演　駅前劇場	 ※７回

シベリア少女鉄道
９日㈬～1３日㈰

「メモリー×メモリー」
脚本・演出＝土屋亮一
出演＝中山莉子　小関えりか　川井檸檬　加藤雅人　
浅見紘至他
〈５８００円　配信チケット３０００円〉　11日２時／７時３０分　
1２日２時／６時　1３日1時／５時　他７時３０分開演　草
月ホール	 ※８回

TinT!
９日㈬～1３日㈰

「鶏」
脚本・演出＝染谷歩
出演＝さかい蜜柑　佐川和正　染谷歩　内藤裕志　西
岡野人他
〈４０００円〉　９日７時　1３日２時　他２時／７時開演　シ
アターKASSAI	 ※８回

合同会社シザーブリッツ
９日㈬～1３日㈰

「苦闘のラブリーロバー」
脚本＝羽仁修　演出＝佐野瑞樹
出演＝米原幸佑　小林涼　宮城紘大　生田輝　山中翔
太他
〈７５００円〉　11日２時／７時　1２日1時／６時　1３日1時

／５時　他７時開演　赤坂RED/THEATER	 ※８回

SEPT　ppn
９日㈬～1３日㈰

「ReAnimation」
脚本・演出＝杉浦タカオ　演出＝ウチクリ内倉　佐々
木仁
出演＝佐香智久　ピコ　今村美月　沖侑果　小嶌宣輝
他
〈プレミアムチケット９０００円　７５００円　配信チケット
３５００円〉　９日７時　1２日1時／６時　1３日1２時３０分／５
時　他２時／７時開演　全労済ホール／スペース・ゼ
ロ	 ※９回

流星揚羽
９日㈬～1３日㈰

「天雲草子」
脚本・演出＝松尾美香
出演＝加藤智彩　松尾美香　秤谷建一郎　村上貴弘　
小菅博之他
〈４５００円〉　11・1２日２時／７時　1３日３時　他７時開演　
萬劇場	 ※７回

ブロードウェイ・バウンズ
９日㈬～1３日㈰

「同窓会」
脚本・演出＝山内勉
出演＝津田英佑　汐谷文康　高塚智人　中田祐矢　バ
レッタ裕他
〈６５００円　動画配信３０００円〉　９日７時３０分　1２・1３日
２時／６時　他２時３０分／７時３０分開演　アトリエファ
ンファーレ東新宿	 ※９回

クリスマスキャロル制作委員会　ミュージカル
９日㈬～1５日㈫

「クリスマスキャロル２０２０」
脚本・演出・作曲＝湯澤幸一郎
出演＝堀江貴文　武田玲奈　岸洋佑　湯澤幸一郎　横
山智佐他
〈VIP席1５００００円　展望ビューシート席５００００円　1F	
アリーナテーブル席４００００円　1F椅子席７０００円　２F
テーブル席４００００円　２F椅子席７０００円〉　1５日1時／７
時　他７時開演　東京キネマ倶楽部	 ※８回

ジェットラグ
９日㈬～1６日㈬

「通りすがりのYouTuber」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝冨岡健翔　十碧れいや　星吹彩翔　稲垣成弥　
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長谷川景他
〈1００００円〉　1０・1５日２時／７時　11日２時　1２・1３日
1２時／５時　1６日1２時／４時　他７時開演　CBGKシ
ブゲキ‼	 ※1３回

イッセー尾形・ら株式会社
1０日㈭～1２日㈯

「妄ソー劇場・すぺしゃる」
脚本・演出＝イッセー尾形
出演＝イッセー尾形
〈５５００円〉　1０日３時　11日７時　1２日３時／７時開演　
有楽町朝日ホール	 ※４回

エイベックス・ピクチャーズ
1０日㈭～1２日㈯

「WITH by IdolTimePripara」
脚本＝森脇真琴　演出＝村井雄
出演＝山下誠一郎　小林竜之　土田玲央他
〈８９９０円〉　1２日1２時／４時　他1時３０分／６時３０分開
演　Zepp DiverCity TOKYO	 ※６回

制作「山口ちはる」プロデュース
1０日㈭～1３日㈰

「～ちはる塾～短編『あたしたち』」
脚本＝今井雅子　倉本朋幸　演出＝山口千晴
出演＝江藤美南海　阪本真由　高良紗那　さとうあか
り　しみずまこ他
〈３０００円〉　1０日５時／８時３０分　11日２時／７時　他３
時３０分／５時／７時／８時３０分開演　下北沢・スター
ダスト	 ※1２回

非・売れ線系ビーナス
1０日㈭～1３日㈰

「先生の暗いロッカー」
脚本＝田坂哲郎　演出＝木村佳南子
出演＝青野大輔　稲田小百合　古賀相恩　ケニー　田
坂哲郎他
〈３０００円　２５歳以下1８００円　高校生以下1０００円〉　1２
日２時／７時３０分　1３日1時／５時　他７時３０分開演　
ぽんプラザホール	 ※６回【福岡】

スペースノットブランク
1０日㈭～1３日㈰

「光の中のアリス」
脚本＝松原俊太郎　演出＝小野彩加　中澤陽
出演＝荒木知佳　小野彩加　古賀友樹　佐々木美奈　
中澤陽他
〈４０００円　３０歳以下・６０歳以上３０００円　1８歳以下６００
円〉　1２・1３日1時　他７時開演　ロームシアター京都

ノースホール	 ※４回【京都】

UPS（あっぷす）
1０日㈭～1３日㈰

「霞色のライラック」
脚本＝稜一朗　演出＝二階堂智
出演＝安部康裕　磯山将汰　蛯名涼　岡本夏穂　小河
研太他
〈３０００円〉　1２日２時／７時　1３日11時／２時３０分　他７
時開演　ザ・ポケット	 ※６回

FAM
1０日㈭～1３日㈰

「the End」「The World」
脚本・演出＝丸山大介
出演＝岩崎篤史　大倉安奈　勝海裕　来吉一真　芦屋
星維他
〈４０００円　リモート配信３０００円〉　1０日７時３０分　1３
日1２時３０分／４時３０分　他２時／７時開演　シアター
グリーン　BOX in BOX THEATER	 ※７回

OSK日本歌劇団
1０日㈭～1３日㈰

「愛と死のローマ～シーザーとクレオパトラ～」
脚本・演出＝はやみ甲
出演＝楊琳　舞美りら　愛瀬光　翼和希　千咲えみ他
〈SS席８０００円　S席６５００円　２５歳以下S席５０００円　A
席４５００円　A席学割２０００円〉　1０日２時３０分／６時３０
分　他1２時／４時開演　近鉄アート館	 ※８回【大阪】

nagana–wa
1０日㈭～1３日㈰

「せまい世界のせつない生活」
脚本＝森永直人　演出＝田口尚樹
出演＝藤田真澄　吉田輝　乙戸真央　吉田晴登　國崎
史人他
〈４３００円　２５歳以下３８００円〉　1０日７時　1３日1２時／４
時　他２時／７時開演　シアターブラッツ	 ※７回

東葛スポーツ
1０日㈭～1４日㈪

「A–②活動の継続・再開のための公演」
脚本・演出＝金山寿甲
出演＝森本華　川﨑麻里子　名古屋愛　塚本直毅　安
田啓人他
〈３５００円〉　1２・1３日２時／６時　1４日２時　他７時３０分
開演　ミニシアター１０１０	 ※７回

ユーキース・エンタテインメント
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脚本・演出＝小西優司
出演＝岩崎友香　渋谷結香　中西彩乃　葵ミサ　額田
礼子他
〈４４００円〉　９・11日２時３０分／７時３０分　1２日1時３０分
／６時３０分　1３日２時３０分　他７時３０分開演　APOC
シアター	 ※９回

一般社団法人表現者工房　配信パフォーマンス
９日㈬

「tarinainanika『Coffee & I』」
脚本・演出＝tarinainanika
出演＝巣山賢太郎　タニア・コーク
〈３０００円〉　３時／７時開演　表現者工房	 ※２回【大阪】

劇団印象―indian elephant―
９日㈬～1３日㈰

「エーリヒ・ケストナー～消された名前～」
脚本・演出＝鈴木アツト
出演＝玉置祐也　山村茉梨乃　村岡哲至　泉正太郎　
杉林志保他
〈４０００円　２５歳以下３０００円〉　９日７時　11日２時／７時　
1２日２時／６時　他２時開演　駅前劇場	 ※７回

シベリア少女鉄道
９日㈬～1３日㈰

「メモリー×メモリー」
脚本・演出＝土屋亮一
出演＝中山莉子　小関えりか　川井檸檬　加藤雅人　
浅見紘至他
〈５８００円　配信チケット３０００円〉　11日２時／７時３０分　
1２日２時／６時　1３日1時／５時　他７時３０分開演　草
月ホール	 ※８回

TinT!
９日㈬～1３日㈰

「鶏」
脚本・演出＝染谷歩
出演＝さかい蜜柑　佐川和正　染谷歩　内藤裕志　西
岡野人他
〈４０００円〉　９日７時　1３日２時　他２時／７時開演　シ
アターKASSAI	 ※８回

合同会社シザーブリッツ
９日㈬～1３日㈰

「苦闘のラブリーロバー」
脚本＝羽仁修　演出＝佐野瑞樹
出演＝米原幸佑　小林涼　宮城紘大　生田輝　山中翔
太他
〈７５００円〉　11日２時／７時　1２日1時／６時　1３日1時

／５時　他７時開演　赤坂RED/THEATER	 ※８回

SEPT　ppn
９日㈬～1３日㈰

「ReAnimation」
脚本・演出＝杉浦タカオ　演出＝ウチクリ内倉　佐々
木仁
出演＝佐香智久　ピコ　今村美月　沖侑果　小嶌宣輝
他
〈プレミアムチケット９０００円　７５００円　配信チケット
３５００円〉　９日７時　1２日1時／６時　1３日1２時３０分／５
時　他２時／７時開演　全労済ホール／スペース・ゼ
ロ	 ※９回

流星揚羽
９日㈬～1３日㈰

「天雲草子」
脚本・演出＝松尾美香
出演＝加藤智彩　松尾美香　秤谷建一郎　村上貴弘　
小菅博之他
〈４５００円〉　11・1２日２時／７時　1３日３時　他７時開演　
萬劇場	 ※７回

ブロードウェイ・バウンズ
９日㈬～1３日㈰

「同窓会」
脚本・演出＝山内勉
出演＝津田英佑　汐谷文康　高塚智人　中田祐矢　バ
レッタ裕他
〈６５００円　動画配信３０００円〉　９日７時３０分　1２・1３日
２時／６時　他２時３０分／７時３０分開演　アトリエファ
ンファーレ東新宿	 ※９回

クリスマスキャロル制作委員会　ミュージカル
９日㈬～1５日㈫

「クリスマスキャロル２０２０」
脚本・演出・作曲＝湯澤幸一郎
出演＝堀江貴文　武田玲奈　岸洋佑　湯澤幸一郎　横
山智佐他
〈VIP席1５００００円　展望ビューシート席５００００円　1F	
アリーナテーブル席４００００円　1F椅子席７０００円　２F
テーブル席４００００円　２F椅子席７０００円〉　1５日1時／７
時　他７時開演　東京キネマ倶楽部	 ※８回

ジェットラグ
９日㈬～1６日㈬

「通りすがりのYouTuber」
脚本・演出＝中津留章仁
出演＝冨岡健翔　十碧れいや　星吹彩翔　稲垣成弥　
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1０日㈭～２３日㈬
「私はここにいる」
脚本・演出＝太田守信
出演＝ユーキース・エンタテインメント
〈４０００円〉　1２・1９日２時／６時　1３・２０日1時／５時　
２３日２時／７時　他７時３０分開演　1６日休演　STUD
IOユーキース	 ※1６回

太めパフォーマンス
11日㈮・1２日㈯

「Sento」
脚本＝白神ももこ　演出＝乗松薫
出演＝乗松薫　鉄田えみ　やぶくみこ
〈３０００円　２５歳以下２０００円〉　11日７時３０分　1２日1時
３０分／６時３０分開演　枝光本町商店街アイアンシア
ター	 ※３回【福岡】

遊気舎
11日㈮～1３日㈰

「おじいちゃんとけものたち」
脚本・演出＝久保田浩
出演＝魔瑠　西田政彦　小川十紀子　峯素子　岸千尋
他
〈３０００円　学生２０００円〉　11日７時　他２時開演　八尾
市文化会館プリズムホール 小ホール	 ※３回【大阪】

シアワセナゲキダン
11日㈮～1３日㈰

「冷凍おじいちゃん」
脚本＝丸尾拓　演出＝田所楽感岬
出演＝伶原彩夏　上田直希　小城幸久　生田克正　高
本結生他
〈３０００円〉　11日７時　他1時開演　神戸三宮シアター・
エートー	 ※３回【兵庫】

関西大学演劇研究部学窓座
11日㈮～1３日㈰

「幸せはいつも小さくて東京はそれよりも大きい」
脚本＝広田淳一　演出＝ニワカノキワミ
出演＝関西大学演劇研究部学窓座
〈無料オンデマンド公開〉　５時開演　関西大学・千里
山キャンパス内有鄰館１階多目的ホール　
	 ※３回【大阪】

ふ純喫茶
11日㈮～1３日㈰

「ミヤコから遠く離れて、みる」
脚本・演出＝ピンク地底人５号
出演＝藤村弘二　益田萠　坂口弘樹　江崎遥　岡田望

他
〈２８００円　大学生・専門学校生1７００円　未成年８００円〉　
11日７時３０分　1２日３時／７時３０分　1３日11時／３時
開演　シアターウル	 ※５回【京都】

複合創作ユニットwakka
11日㈮～1３日㈰

「Gregorius “面影”」
脚本・演出＝齊藤航希
出演＝宮本菜穂　川合凜　キャンディ江口　秋葉彩弓　
土屋ぺんぎん他
〈８００円〉　11日５時／７時３０分　他２時３０分／５時／７時
３０分開演　Mistress bar Guernica	 ※８回

烏丸ストロークロック
11日㈮～1３日㈰

「“烏丸ストロークロックと祭『祝・祝日』”」
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
訪七海他
〈無料〉　11日７時３０分　他５時開演　THEATRE E9 
KYOTO	 ※３回【京都】

名城大学劇団「獅子」
11日㈮～1３日㈰

「彼女は海を見ている」
脚本・演出＝広岡慈乃
出演＝中村優希　さくら季衣　宮脇真渚　三輪愛芽　
安元勇人他
〈1８００円　学生1５００円〉　11日７時　1２日11時／３時・
７時　1３日11時／３時開演　G/Pit	 ※６回【愛知】

演劇プロデュース『螺旋階段』
11日㈮～1３日㈰

「カントリー・カントリー」
脚本・演出＝緑慎一郎
出演＝水野琢磨　露木幹也　田代真佐美　三春瑞樹　
若葉夏海他
〈２５００円　高校生以下1０００円　視聴料金1５００円〉　11
日７時　1２日３時／６時３０分　1３日1時開演　小田原市
生涯学習センターけやき	 ※４回【神奈川】

演劇集団プラチナネクスト
11日㈮～1３日㈰

「一周忌」「補助椅子」「好晴」
脚本＝久保田万太郎　演出＝大滝寛
出演＝増田千香　宇佐見葦　森川テツヤ　岩間太郎　
高橋ルナフ他
〈３０００円〉　11日３時／６時３０分　1２日1時／５時　1３日
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1２時／４時開演　中目黒キンケロ・シアター	 ※６回

コントユニット「サバ缶」
11日㈮～1３日㈰

「働くサバたち」
脚本・演出＝コントユニット「サバ缶」
出演＝コントユニット「サバ缶」
〈４５００円〉　1３日1時／５時　他３時／７時開演　HEP 
HALL	 ※６回【大阪】

トイネスト・パーク
11日㈮～1３日㈰

「Domovoi」
脚本・演出＝坂井美紀
出演＝ふじともき　土肥希理子　ユー　栞　イサナヤ
コウ他
〈３０００円　学生1５００円〉　11日６時３０分　他1時３０分／
６時３０分開演　人間座スタジオ	 ※５回【京都】

劇団LOVE K.O!
1２日㈯・1３日㈰

「コロキャン」
脚本・演出＝品川浩幸
出演＝大和　髙橋未早　甲斐瞳　蟹江隆裕　角沙也加
他
〈２７００円　学生以下２２００円〉　1２日２時／６時　1３日11
時／３時開演　愛知県芸術劇場・小ホール　
	 ※４回【愛知】

仙台シアターラボ
1２日㈯・1３日㈰

「ペスト～我々は人を死なせる恐れなしに身振り一つもな
し得ない～」
脚本＝アルベール・カミュ　大信ペリカン　脚本・演
出＝野々下孝
出演＝野々下孝　宮本一輝　渡邉悠生　菅原亮　田浦
鈴音他
〈３５００円　学生２５００円　高校生以下無料〉　1２日３時／
７時　1３日11時／３時開演　能–BOX	 ※４回【宮城】

青年団　こども参加型演劇
1２日㈯・1３日㈰

「サンタクロース会議」
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝青年団
〈1０００円　２５歳以下５００円　４歳～小学生５００円〉　1２日
11時／２時　1３日11時開演　小牧市市民会館　
	 ※３回【愛知】

劇団ラッキーキャッツ
1２日㈯・1３日㈰

「パーゴラの碑の下で」
脚本・演出＝林大輔
出演＝武藤充子　篠田剛　小川ジン　わくわく玉　山
口隆三他
〈1８００円　大学生以下1２００円〉　1２日３時／７時　1３日
11時／３時開演　みんなの森ぎふメディアコスモス・
みんなのホール	 ※４回【岐阜】

エイチエムピー・シアターカンパニー〈現代日本演劇
のルーツⅨ〉

1２日㈯～1４日㈪
「忠臣蔵・急　ポリティクス／首」
脚本＝くるみざわしん　演出＝笠井友仁
出演＝髙安美帆　ナカメキョウコ　水谷有希　河上由
佳　条あけみ他
〈３８００円　２５歳以下・障碍者３０００円　高校生以下1０００
円〉　1３日６時　他３時開演　AI・HALL	 ※３回【兵庫】

テニミュ製作委員会　ミュージカル
1２日㈯～２４日㈭

「『新テニスの王子様』The First Stage」
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〉　1３日1時／６時　1５・1７・
２３日６時３０分　1６・1８・２２日1時３０分／６時３０分　２４
日1時３０分　他６時開演　1４・２1日休演　日本青年館
ホール	 ※1５回
※当公演は下記にて公演有り。
▼２９日㈫～２０２1年1月1０日㈰　〈S席９５００円　A席
７５００円〉　３1日1時３０分　1～３日５時　５日1時３０分／
６時３０分　９・1０日1時／６時　他６時３０分開演　４日休
演　メルパルクホール大阪　※1５回（３回／1２回）【大
阪】　▼２月５日㈮～1４日㈰　〈S席９５００円　A席７５００
円〉　６・７・11・1３日1時／６時　９日1時３０分／６時３０
分　他６時３０分開演　８日休演　日本青年館ホール　
※1５回

早稲田大学舞台美術研究会
1３日㈰

「まちぼうけ」
脚本＝須藤瑠誠　演出＝イロハス
出演＝大浜ゆら　小澤南穂子　小原春日　Tiffany　
東京ドム子他
〈無料配信〉　1０時開演　早稲田大学学生会館	 ※1回

劇団朋友
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1０日㈭～２３日㈬
「私はここにいる」
脚本・演出＝太田守信
出演＝ユーキース・エンタテインメント
〈４０００円〉　1２・1９日２時／６時　1３・２０日1時／５時　
２３日２時／７時　他７時３０分開演　1６日休演　STUD
IOユーキース	 ※1６回

太めパフォーマンス
11日㈮・1２日㈯

「Sento」
脚本＝白神ももこ　演出＝乗松薫
出演＝乗松薫　鉄田えみ　やぶくみこ
〈３０００円　２５歳以下２０００円〉　11日７時３０分　1２日1時
３０分／６時３０分開演　枝光本町商店街アイアンシア
ター	 ※３回【福岡】

遊気舎
11日㈮～1３日㈰

「おじいちゃんとけものたち」
脚本・演出＝久保田浩
出演＝魔瑠　西田政彦　小川十紀子　峯素子　岸千尋
他
〈３０００円　学生２０００円〉　11日７時　他２時開演　八尾
市文化会館プリズムホール 小ホール	 ※３回【大阪】

シアワセナゲキダン
11日㈮～1３日㈰

「冷凍おじいちゃん」
脚本＝丸尾拓　演出＝田所楽感岬
出演＝伶原彩夏　上田直希　小城幸久　生田克正　高
本結生他
〈３０００円〉　11日７時　他1時開演　神戸三宮シアター・
エートー	 ※３回【兵庫】

関西大学演劇研究部学窓座
11日㈮～1３日㈰

「幸せはいつも小さくて東京はそれよりも大きい」
脚本＝広田淳一　演出＝ニワカノキワミ
出演＝関西大学演劇研究部学窓座
〈無料オンデマンド公開〉　５時開演　関西大学・千里
山キャンパス内有鄰館１階多目的ホール　
	 ※３回【大阪】

ふ純喫茶
11日㈮～1３日㈰

「ミヤコから遠く離れて、みる」
脚本・演出＝ピンク地底人５号
出演＝藤村弘二　益田萠　坂口弘樹　江崎遥　岡田望

他
〈２８００円　大学生・専門学校生1７００円　未成年８００円〉　
11日７時３０分　1２日３時／７時３０分　1３日11時／３時
開演　シアターウル	 ※５回【京都】

複合創作ユニットwakka
11日㈮～1３日㈰

「Gregorius “面影”」
脚本・演出＝齊藤航希
出演＝宮本菜穂　川合凜　キャンディ江口　秋葉彩弓　
土屋ぺんぎん他
〈８００円〉　11日５時／７時３０分　他２時３０分／５時／７時
３０分開演　Mistress bar Guernica	 ※８回

烏丸ストロークロック
11日㈮～1３日㈰

「“烏丸ストロークロックと祭『祝・祝日』”」
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
訪七海他
〈無料〉　11日７時３０分　他５時開演　THEATRE E9 
KYOTO	 ※３回【京都】

名城大学劇団「獅子」
11日㈮～1３日㈰

「彼女は海を見ている」
脚本・演出＝広岡慈乃
出演＝中村優希　さくら季衣　宮脇真渚　三輪愛芽　
安元勇人他
〈1８００円　学生1５００円〉　11日７時　1２日11時／３時・
７時　1３日11時／３時開演　G/Pit	 ※６回【愛知】

演劇プロデュース『螺旋階段』
11日㈮～1３日㈰

「カントリー・カントリー」
脚本・演出＝緑慎一郎
出演＝水野琢磨　露木幹也　田代真佐美　三春瑞樹　
若葉夏海他
〈２５００円　高校生以下1０００円　視聴料金1５００円〉　11
日７時　1２日３時／６時３０分　1３日1時開演　小田原市
生涯学習センターけやき	 ※４回【神奈川】

演劇集団プラチナネクスト
11日㈮～1３日㈰

「一周忌」「補助椅子」「好晴」
脚本＝久保田万太郎　演出＝大滝寛
出演＝増田千香　宇佐見葦　森川テツヤ　岩間太郎　
高橋ルナフ他
〈３０００円〉　11日３時／６時３０分　1２日1時／５時　1３日
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1４日㈪～1７日㈭
「吾輩はウツである」
脚本＝瀬戸口郁　演出＝西川信廣
出演＝芦田昌太郎　平塚美穂　今本洋子　まきのかず
こ　西海真理他
〈会員のみ〉　1６日1２時３０分　1７日1２時　他６時1５分
開演　岡山市民会館	 ※４回【岡山】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈮　〈会員のみ〉　６時３０分開演　倉敷市児島文
化センター　※1回【岡山】

★☆北区AKT STAGE
1５日㈫～２０日㈰

「#北区の熱海『熱海殺人事件』『売春捜査官』『モンテカ
ルロ・イリュージョン』」
脚本＝つかこうへい　演出＝★☆北区AKT	STAGE
出演＝時津真人　小山蓮司　井上怜愛　尾崎大陸　浅
野鼓由希他
〈３３００円　学生1９００円〉　1７・1８日２時／７時　1９日1
時／４時／７時　２０日1２時／３時／６時　他７時開演　
北とぴあ・ペガサスホール	 ※1２回

ISAWO BOOKSTORE
1５日㈫～２０日㈰

「獄窓の雪―帝銀事件―」
脚本・演出＝高橋いさを
出演＝若松力　石井玲歌　児島功一　板垣雄亮　菊池
敏弘他
〈４５００円　 学生３５００円　 オンライン配信２０００円〉　
1６・1９日２時／７時　２０日1２時／５時　他７時開演　サ
ンモールスタジオ	 ※９回

One on One
1５日㈫～２０日㈰

「レプリカ」
脚本・演出＝浅井さやか
出演＝秋沢健太朗　千田阿紗子　田宮華苗　坂口湧久　
蔵重美恵他
〈５５００円〉　1７・1８日２時／７時　1９日1時／６時　２０日
1時／５時　他７時開演　シアターグリーン　BOX in 
BOX THEATER	 ※1０回

ゴーチ・ブラザーズ　朗読劇
1５日㈫～２０日㈰

「朝彦と夜彦１987」
脚本＝菅野彰　演出＝中屋敷法仁
出演＝佐伯大地　稲垣成弥　吉村駿作　菊池修司　滝
澤諒他
〈５０００円　高校生以下２０００円〉　1９日２時／５時／９時　

２０日２時／５時　他８時開演　六本木トリコロールシア
ター	 ※９回

江古田のガールズ
1５日㈫～２０日㈰

「遺作」
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝佐野剛　カトウクリス　山田瑞紀　真心　大西
一希他
〈４３００円　３０００円〉　1７～1９日２時／７時　２０日1時／５
時　他７時開演　「劇」小劇場	 ※1０回

三栄町LIVE×fukui劇 vol.7
1５日㈫～２７日㈰

「岐阜オリンピック正式競技ウェイティング」
脚本・演出＝福井しゅんや
出演＝fukui劇
〈４０００円〉　1８・２４日２時　1９・２６日２時／６時　２０日２
時／５時　２７日1時／５時　他７時３０分開演　２1日休演　
三栄町LIVE	 ※1６回

メニコンビジネスアシスト（MBA）イベント・クリ
エーション部

1６日㈬・1７日㈭
「キミのために散る」
脚本＝あおい英斗　演出＝右来左往　作曲＝宗川諭理
夫
出演＝他大田翔　蘭乃はな　塚本伸彦　東倫太朗　舟
橋香里
〈６５００円　高校生以下３０００円〉　６時３０分開演　名古屋
市芸術創造センター	 ※２回【愛知】

高知県立美術館ホール
1６日㈬～1８日㈮

「サエボーグ『Cycle of L』」
脚本・演出＝サエボーグ
出演＝サエボーグ
〈２５００円　学生1５００円　未就学児無料〉　1７日11時／３
時／７時　他３時／７時開演　高知県立美術館　
	 ※７回【高知】

amipro
1６日㈬～２０日㈰

「サイコーのパス」
脚本・演出＝西垣匡基
出演＝鵜飼主水　志村玲於　星波　竹中凌平　谷佳樹
他
〈1３８００円〉　２０日1２時／４時　他２時／７時開演　ザ・
ポケット	 ※1０回
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ENGISHA THEATER COMPANY
1６日㈬～２０日㈰

「『ENGISYA短編戯曲集』VOL.２」
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　増倉
佑美他
〈３０００円　オンライン公演1５００円〉　11時３０分／３時
３０分／７時３０分開演　アトリエファンファーレ東新宿
	 ※1５回

ヌエゾン
1６日㈬～２０日㈰

「愛の門」
脚本・演出＝ふじおあつや　演出＝美玖空
出演＝ふじおあつや　美玖空
〈４０００円　大学生以下２５００円〉　1９日２時／７時　２０日
1時　他７時開演　1７日休演　OFF・OFFシアター　
	 ※５回

萬國四季協會　もがり笛公演
1６日㈬～２０日㈰

「窓」
脚本＝響リュウ　演出＝渡辺大策
出演＝金谷ひろし　中島佐知子　日野賢治　美里流李　
渡辺大策
〈４０００円　高校生２０００円〉　1８・1９日２時／７時　２０日
２時　他７時開演　雑遊	 ※７回

青年団
1６日㈬～２０日㈰

「忠臣蔵・武士編」「忠臣蔵・OL編」
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝永井秀樹　島田曜蔵　海津忠　串尾一輝　尾﨑
宇内他
〈３０００円　高校生以下無料〉　1７日２時／７時　1９日11
時／２時／７時　２０日11時／４時　他７時開演　江原河
畔劇場	 ※９回【兵庫】

E–Stage Topia
1６日㈬～２０日㈰

「Meteor Soda～流れ星を見つけたら、僕は君の微笑み
の訳を知るだろう～」
脚本・演出＝新井聡
出演＝秋元龍太朗　相沢菜々子　大橋篤　森下愛里沙
他
〈S席８５００円　A席５５００円〉　1９日1時／６時　２０日1時
／５時　他２時／７時開演　上野ストアハウス	 ※1０回

アンティークス

1６日㈬～２1日㈪
「そらのいと～ふたつの物語～」
脚本・演出＝岡﨑貴宏
出演＝加藤睦望　飯智一達　森耕作　篠崎瑠侑　きだ
たまき他
〈４５００円　1８歳以下３０００円〉　1６日７時３０分　1９・２０
日1時３０分／６時３０分　２1日1時３０分／６時　他２時３０
分／７時３０分開演　シアター7１１	 ※11回

狂夏の市場
1６日㈬～２２日㈫

「クズリの目から」
脚本＝武田操美　演出＝岩切千穂
出演＝桂米紫　下村和寿　武田操美　秋月雁　さかい
しんご他
〈２８００円　学生２０００円〉　1９日11時／３時／７時　２０日
1時／５時　　他７時３０分開演　狂夏の市場劇場　
	 ※1０回【兵庫】

流山児★事務所
1６日㈬～２３日㈬

「客たち」
脚本＝コ・ヨノク　演出＝シライケイタ
出演＝寺十吾　伊藤弘子　みょんふぁ　甲津拓平　い
わいのふ健他
〈４５００円　学生・演劇養成所生・外国人留学生・２５歳
以下２５００円　高校生以下1０００円〉　1８・２０・２３日２時　
1９・２２日２時／７時　他７時開演　新宿スターフィール
ド	 ※1０回

劇団fool
1７日㈭～２０日㈰

「その十二支、諸説アリ。」
脚本・演出＝溝口優
出演＝星広行　二葉泰亮　森智子　佐京充　宮藤あず
さ他
〈３５００円〉　1７日７時　２０日２時　他２時／７時開演　武
蔵野芸能劇場・小劇場	 ※６回

Voice Works Tokyo
1７日㈭～２０日㈰

「もう疲れた‼」
脚本・演出＝黒木敦史
出演＝長田知大　北田紗菜　池本孝　一条奈々葉　大
城貴雅他
〈３８００円〉　２０日1２時／４時　他３時／７時開演　新宿
シアター・ミラクル	 ※８回

猿博打
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1４日㈪～1７日㈭
「吾輩はウツである」
脚本＝瀬戸口郁　演出＝西川信廣
出演＝芦田昌太郎　平塚美穂　今本洋子　まきのかず
こ　西海真理他
〈会員のみ〉　1６日1２時３０分　1７日1２時　他６時1５分
開演　岡山市民会館	 ※４回【岡山】
※当公演は下記にて公演有り。
▼1８日㈮　〈会員のみ〉　６時３０分開演　倉敷市児島文
化センター　※1回【岡山】

★☆北区AKT STAGE
1５日㈫～２０日㈰

「#北区の熱海『熱海殺人事件』『売春捜査官』『モンテカ
ルロ・イリュージョン』」
脚本＝つかこうへい　演出＝★☆北区AKT	STAGE
出演＝時津真人　小山蓮司　井上怜愛　尾崎大陸　浅
野鼓由希他
〈３３００円　学生1９００円〉　1７・1８日２時／７時　1９日1
時／４時／７時　２０日1２時／３時／６時　他７時開演　
北とぴあ・ペガサスホール	 ※1２回

ISAWO BOOKSTORE
1５日㈫～２０日㈰

「獄窓の雪―帝銀事件―」
脚本・演出＝高橋いさを
出演＝若松力　石井玲歌　児島功一　板垣雄亮　菊池
敏弘他
〈４５００円　 学生３５００円　 オンライン配信２０００円〉　
1６・1９日２時／７時　２０日1２時／５時　他７時開演　サ
ンモールスタジオ	 ※９回

One on One
1５日㈫～２０日㈰

「レプリカ」
脚本・演出＝浅井さやか
出演＝秋沢健太朗　千田阿紗子　田宮華苗　坂口湧久　
蔵重美恵他
〈５５００円〉　1７・1８日２時／７時　1９日1時／６時　２０日
1時／５時　他７時開演　シアターグリーン　BOX in 
BOX THEATER	 ※1０回

ゴーチ・ブラザーズ　朗読劇
1５日㈫～２０日㈰

「朝彦と夜彦１987」
脚本＝菅野彰　演出＝中屋敷法仁
出演＝佐伯大地　稲垣成弥　吉村駿作　菊池修司　滝
澤諒他
〈５０００円　高校生以下２０００円〉　1９日２時／５時／９時　

２０日２時／５時　他８時開演　六本木トリコロールシア
ター	 ※９回

江古田のガールズ
1５日㈫～２０日㈰

「遺作」
脚本・演出＝山崎洋平
出演＝佐野剛　カトウクリス　山田瑞紀　真心　大西
一希他
〈４３００円　３０００円〉　1７～1９日２時／７時　２０日1時／５
時　他７時開演　「劇」小劇場	 ※1０回

三栄町LIVE×fukui劇 vol.7
1５日㈫～２７日㈰

「岐阜オリンピック正式競技ウェイティング」
脚本・演出＝福井しゅんや
出演＝fukui劇
〈４０００円〉　1８・２４日２時　1９・２６日２時／６時　２０日２
時／５時　２７日1時／５時　他７時３０分開演　２1日休演　
三栄町LIVE	 ※1６回

メニコンビジネスアシスト（MBA）イベント・クリ
エーション部

1６日㈬・1７日㈭
「キミのために散る」
脚本＝あおい英斗　演出＝右来左往　作曲＝宗川諭理
夫
出演＝他大田翔　蘭乃はな　塚本伸彦　東倫太朗　舟
橋香里
〈６５００円　高校生以下３０００円〉　６時３０分開演　名古屋
市芸術創造センター	 ※２回【愛知】

高知県立美術館ホール
1６日㈬～1８日㈮

「サエボーグ『Cycle of L』」
脚本・演出＝サエボーグ
出演＝サエボーグ
〈２５００円　学生1５００円　未就学児無料〉　1７日11時／３
時／７時　他３時／７時開演　高知県立美術館　
	 ※７回【高知】

amipro
1６日㈬～２０日㈰

「サイコーのパス」
脚本・演出＝西垣匡基
出演＝鵜飼主水　志村玲於　星波　竹中凌平　谷佳樹
他
〈1３８００円〉　２０日1２時／４時　他２時／７時開演　ザ・
ポケット	 ※1０回
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1７日㈭～２０日㈰
「恥描きラプソディ」
脚本・演出＝村上弦
出演＝村上弦　大西薫　板場充樹　河村凌
〈３０００円　学生２０００円　配信1０００円〉　1７日７時３０分　
1８日２時／７時３０分　他２時／６時３０分開演　小劇場メ
ルシアーク神楽坂	 ※７回

四国学院大学
1７日㈭～２０日㈰

「S高原から」
脚本＝平田オリザ　演出＝山内健司
出演＝江島慶俊　太田奈緒　大平峻世　野久保弥恵　
堀慎太郎他
〈1０００円　大学生以下５００円〉　1９・２０日２時　他７時開
演　四国学院大学ノトススタジオ	 ※４回【香川】

演劇集団STaGe☆PaRaNoRMaL
1７日㈭～２０日㈰

「山田一家～家族の在り方、有難さ。～」
脚本・演出＝森下健土
出演＝久保田康裕　手島瑞恵　尾澤ショータロー　杉
田真帆　平勝斗他
〈４５００円〉　２０日1２時／３時３０分　他３時／６時３０分開
演　大阪市立芸術創造館	 ※８回【大阪】

ジュニアファイブ
1７日㈭～２1日㈪

「晴　のち」
脚本・演出＝小野健太郎
出演＝奥田努　亀岡孝洋　工藤さや　山丸莉菜　髙橋
龍児他
〈５０００円〉　1７日７時　1８日２時／７時　２1日２時　他２
時／６時開演　駅前劇場	 ※８回

Bobjack Theater～ボブジャックの少し早い年忘れの
宴！～

1７日㈭～２７日㈰
「『目を閉じておいでよ』／オムニバス『ボブオムニバ
ス』」
脚本＝守山カオリ　演出＝扇田賢　松本陽一
出演＝丸山正吾　民本しょうこ　小島ことり　渡辺宏
明　蜂巣和紀他
〈５５００円〉　1９・２０・２６日1時／６時　２３・２４日２時／７
時　２７日1２時／５時　他７時開演　シアターKASSAI
	 ※1７回

城山羊の会
1７日㈭～２７日㈰

「石橋けいの　あたしに触らないで！」
脚本・演出＝山内ケンジ
出演＝石橋けい　吹越満　米村亮太朗　岩谷健司　島
田桃依他
〈４０００円〉　1９・２３・２４・２６日３時／７時３０分　他７時
３０分開演　２1日休演　小劇場B１	 ※1４回

あかりのプロダクション
1８日㈮・1９日㈯

「喝采―旅芸人の唄」
脚本＝木野花　演出＝山口友加里
出演＝青砥万紀　榎下照章　鐘ヶ江裕見子　上條有紀　
河口明子他
〈３０００円〉　1８日７時　1９日1２時／５時開演　ぽんプラ
ザホール	 ※３回【福岡】

地点×空間現代
1８日㈮・1９日㈯

「グッド・バイ」
原作＝太宰治　演出＝三浦基
出演＝安部聡子　石田大　小河原康
〈３８００円　２５歳以下２８００円〉　1８日７時３０分　1９日３時
開演　愛知県芸術劇場・小ホール	 ※２回【愛知】

±０配信限定公演
1８日㈮～２０日㈰

「私という名の存在」
脚本・演出＝たはらひろや
出演＝簑輪みき　真夏果　藤澤まな　椎名実乃里
〈３０００円〉　1８日２時／７時　1９日1時／６時　２０日1時
／５時開演　観劇三昧LIVE	 ※６回

MODE
1８日㈮～２０日㈰

「魚の祭」
脚本＝柳美里　演出＝松本修
出演＝孫高宏　木下菜穂子　保　松下美波　佐藤海斗
他
〈４０００円　６５歳以上３５００円　２５歳以下２５００円〉　1８日
７時　1９日1時／６時　２０日1時開演　AI・HALL　
	 ※４回【兵庫】

ケイローズ株式会社
1８日㈮～２０日㈰

「GREATEST ATENDANTMAN」
脚本＝伊藤マサミ　演出＝RYOJI
出演＝付き人さん　美翔かずき　鈴木智久　黒坂建太　
Solomon他
〈11５００円〉　1８日６時　他1２時３０分／４時３０分開演　
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赤坂RED/THEATER	 ※５回

コンブリ団 with 三毛猫倶楽部
1８日㈮～２０日㈰

「東の海の彼方」
脚本＝はしぐちしん　演出＝長谷川彩
出演＝空沢しんか　栗木己義　長尾みゆき　はしぐち
しん
〈３０００円　２５歳以下２０００円　1８歳以下８００円〉　1８日７
時３０分　1９日２時／７時　２０日11時／３時開演　G/Pit
	 ※５回【愛知】

おしりたんていミュージカル　
1８日㈮～２０日㈰

「むらさきふじんのあんごうじけん」
脚本＝成田順　演出＝金谷かほり
出演＝おしりたんてい（声:三瓶由布子）　ブラウン
（声:齋藤彩夏）　マルチーズしょちょう・ナレーショ
ン（声:渡辺いっけい）　山口託矢（九星隊）他
〈３５００円〉　1８日1時／３時３０分　他1０時３０分／1時／３
時３０分開演　東京国際フォーラム ホールC	 ※８回

THE ROB CARLTON
1８日㈮～２０日㈰

「THE CIGAR ROOM～煙と酔と旋律と～」
脚本・演出＝村角太洋
出演＝村角ダイチ　満腹満　ボブ・マーサム　御厨亮　
川下大洋
〈４５００円〉　1８日７時　1９日２時／６時　２０日２時開演　
京都劇場	 ※４回【京都】

制作「山口ちはる」プロデュース
1８日㈮～２６日㈯

「君の顔なんかイモみたい」
脚本＝灯敦生　演出＝熊野利哉
出演＝平井珠生　上田灯里　神田朱未　嶋梨夏　千疋
隼斗他
〈３８００円〉　1９・２０・２６日２時／７時　２３～２５日２時／７
時３０分　他７時３０分開演　下北沢・スターダスト　
	 ※1５回

とよた劇場元気プロジェクト
1９日㈯・２０日㈰

「オレたちの物語」「ワタシたちの物語」
脚本・演出＝石黒秀和
出演＝長尾しのぶ　堀川智広　加藤真紀子
〈２０００円〉　1９日５時／７時３０分　２０日1時・３時３０分開
演　豊田市民文化会館小ホール	 ※４回【愛知】

東工大演劇研究部　劇団娘の予感　
1９日㈯・２０日㈰

「世界よ俺を見ろ」
脚本・演出＝志摩司馬
出演＝七草歩　水上凱斗　二谷時緒　横澤つき　大西
魁他
〈無料〉　1９日11時　２０日２時／８時開演　オンライン
配信	 ※３回

演劇集団☆邂逅
1９日㈯・２０日㈰

「星と地球のあいだに～「星の王子さま」より～」
脚本・演出＝森野めえ
出演＝阿部由里香　小林桃子　鶴山由美　堀由香　宮
下佳奈他
〈1５００円〉　1９日1時３０分／４時３０分／７時３０分　２０日
1２時／３時／６時開演　space korallion
	 ※６回【大阪】

N–Trance Fish
1９日㈯・２０日㈰

「それでも　凹（ここ）は　奇跡の　クボミ」
脚本＝尾沢奈津子　演出＝All	Members
出演＝森下美樹aso　早川丈二　maechang　北村真
梨他
〈３０００円〉　1９日４時３０分／７時３０分　２０日２時／５時開
演　ABCホール	 ※４回【大阪】

HANA’S MELANCHOLY
1９日㈯・２０日㈰

「ジーンを殺さないで」
脚本＝一川華　演出＝大舘実佐子
出演＝戸松美々菜　岡拓未　時田光洋　柏原汐音　村
田正純他
〈２５００円〉　1９日６時　２０日1時／５時開演　テルプシ
コール	 ※３回

劇団朱雀
1９日㈯～２７日㈰

「ぎふ葵劇場幕引き公演」
脚本・演出＝早乙女太一
出演＝早乙女太一　早乙女友貴　富岡晃一郎　久保田
創　小川智之他
〈８０００円　配信４５００円〉　２２・２５日６時　２７日1時　他
1時／６時開演　ぎふ葵劇場	 ※1５回【岐阜】

Office ENDLESS
1９日㈯～２８日㈪

「知り難きこと陰の如く、 動くこと雷霆の如し。」
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1７日㈭～２０日㈰
「恥描きラプソディ」
脚本・演出＝村上弦
出演＝村上弦　大西薫　板場充樹　河村凌
〈３０００円　学生２０００円　配信1０００円〉　1７日７時３０分　
1８日２時／７時３０分　他２時／６時３０分開演　小劇場メ
ルシアーク神楽坂	 ※７回

四国学院大学
1７日㈭～２０日㈰

「S高原から」
脚本＝平田オリザ　演出＝山内健司
出演＝江島慶俊　太田奈緒　大平峻世　野久保弥恵　
堀慎太郎他
〈1０００円　大学生以下５００円〉　1９・２０日２時　他７時開
演　四国学院大学ノトススタジオ	 ※４回【香川】

演劇集団STaGe☆PaRaNoRMaL
1７日㈭～２０日㈰

「山田一家～家族の在り方、有難さ。～」
脚本・演出＝森下健土
出演＝久保田康裕　手島瑞恵　尾澤ショータロー　杉
田真帆　平勝斗他
〈４５００円〉　２０日1２時／３時３０分　他３時／６時３０分開
演　大阪市立芸術創造館	 ※８回【大阪】

ジュニアファイブ
1７日㈭～２1日㈪

「晴　のち」
脚本・演出＝小野健太郎
出演＝奥田努　亀岡孝洋　工藤さや　山丸莉菜　髙橋
龍児他
〈５０００円〉　1７日７時　1８日２時／７時　２1日２時　他２
時／６時開演　駅前劇場	 ※８回

Bobjack Theater～ボブジャックの少し早い年忘れの
宴！～

1７日㈭～２７日㈰
「『目を閉じておいでよ』／オムニバス『ボブオムニバ
ス』」
脚本＝守山カオリ　演出＝扇田賢　松本陽一
出演＝丸山正吾　民本しょうこ　小島ことり　渡辺宏
明　蜂巣和紀他
〈５５００円〉　1９・２０・２６日1時／６時　２３・２４日２時／７
時　２７日1２時／５時　他７時開演　シアターKASSAI
	 ※1７回

城山羊の会
1７日㈭～２７日㈰

「石橋けいの　あたしに触らないで！」
脚本・演出＝山内ケンジ
出演＝石橋けい　吹越満　米村亮太朗　岩谷健司　島
田桃依他
〈４０００円〉　1９・２３・２４・２６日３時／７時３０分　他７時
３０分開演　２1日休演　小劇場B１	 ※1４回

あかりのプロダクション
1８日㈮・1９日㈯

「喝采―旅芸人の唄」
脚本＝木野花　演出＝山口友加里
出演＝青砥万紀　榎下照章　鐘ヶ江裕見子　上條有紀　
河口明子他
〈３０００円〉　1８日７時　1９日1２時／５時開演　ぽんプラ
ザホール	 ※３回【福岡】

地点×空間現代
1８日㈮・1９日㈯

「グッド・バイ」
原作＝太宰治　演出＝三浦基
出演＝安部聡子　石田大　小河原康
〈３８００円　２５歳以下２８００円〉　1８日７時３０分　1９日３時
開演　愛知県芸術劇場・小ホール	 ※２回【愛知】

±０配信限定公演
1８日㈮～２０日㈰

「私という名の存在」
脚本・演出＝たはらひろや
出演＝簑輪みき　真夏果　藤澤まな　椎名実乃里
〈３０００円〉　1８日２時／７時　1９日1時／６時　２０日1時
／５時開演　観劇三昧LIVE	 ※６回

MODE
1８日㈮～２０日㈰

「魚の祭」
脚本＝柳美里　演出＝松本修
出演＝孫高宏　木下菜穂子　保　松下美波　佐藤海斗
他
〈４０００円　６５歳以上３５００円　２５歳以下２５００円〉　1８日
７時　1９日1時／６時　２０日1時開演　AI・HALL　
	 ※４回【兵庫】

ケイローズ株式会社
1８日㈮～２０日㈰

「GREATEST ATENDANTMAN」
脚本＝伊藤マサミ　演出＝RYOJI
出演＝付き人さん　美翔かずき　鈴木智久　黒坂建太　
Solomon他
〈11５００円〉　1８日６時　他1２時３０分／４時３０分開演　
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脚本・演出＝西田大輔
出演＝村田洋二郎　横山真史　佐久間祐人　太田奈緒　
瀬戸祐介他
〈９５００円〉　２０・２７日1２時／５時３０分　２1・２３～２５日６
時３０分　２８日２時　他1時／６時３０分開演　２２日休演　
全労済ホール／スペース・ゼロ	 ※1３回

フォスフォレッスセンス
1９日㈯～1月11日㈪

「ザ・ウィンターズ テイル／アンダーグラウンド」
脚本＝山科有於良　演出＝早坂彩
出演＝丸山港都　岡崎さつき　葵
〈配信限定２２００円〉　1０時開演　こまばアゴラ劇場　
	 ※1回

甲南大学文化会演劇部　甲南一座
２０日㈰

「解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館
の話」
脚本＝オノマリコ　演出＝服部幸花
出演＝甲南大学文化会演劇部甲南一座
〈無料〉　11時／３時３０分開演　甲南大学甲友会館大
ホール	 ※２回【兵庫】

Ange Plume
２０日㈰

「メランコリックジゴロ―あぶない相続人―」
脚本・演出＝Ange	Plume
出演＝Ange	Plume
〈無料〉　５時開演　名古屋市中村文化小劇場　
	 ※1回【愛知】

劇団こふく劇場
２０日㈰

「昏睡」
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
〈２０００円〉　２時開演　四天王寺スクエア　
	 ※1回【三重】

学園座　オンデマンド配信
２1日㈪・２２日㈫

「天守物語」
原作＝泉鏡花　脚色＝毛利亘宏　上演台本作成・演出
＝こーへい
出演＝学園座
〈無料カンパ制〉　２時開演　オンデマンド配信
	 ※２回

遊機械オフィス
２1日㈪～２７日㈰

「移動レストラン『ア・ラ・カルト』～だったのです
が、こんな状況なので今年は『僕のフレンチ』を配信さ
せていただきます。by高橋～」
脚本＝高泉淳子　演出＝吉澤耕一
出演＝高泉淳子　山本光洋　釆澤靖起　中西俊博　竹
中俊二他
〈５２２０円〉　２６・２７日６時　他７時３０分開演　２３～２５日
休演　eplus LIVING ROOM CAFE&DINING
	 ※４回

東京AZARASHI団
２２日㈫～２７日㈰

「絶対、押すなよ！」
脚本・演出＝穴吹一朗
出演＝迫田圭司　神崎菜緒　穴吹一朗　渡辺シヴヲ　
魚建
〈４０００円〉　２４・２６・２７日２時　他７時開演　サンモー
ルスタジオ	 ※６回

庭劇団ペニノ　タニノクロウ秘密クラブ
２２日㈫～２８日㈪

「MARZO VR」
脚本・演出＝タニノクロウ
出演＝大内彩加　廣川真菜美　坂井初音　内田倭史
〈２２００円〉　２８日1２時／1時／２時／３時／５時／６時／７
時　他1２時／1時／２時／３時／５時／６時／７時／８時
開演　北千住BUoY	 ※５５回

Prayers Studio　オンライン無料配信
２３日㈬・２５日㈮

「かもめ」
脚本＝アントン・チェーホフ　演出＝渡部朋彦
出演＝渡部朋彦　中島陽子　妻鹿ありか　蔭山恵美　
小八重智他
〈無料〉　７時３０分開演　オンライン公演	 ※２回

ナシカ座
２３日㈬～２７日㈰

「一番星」
脚本・演出＝内田好政
出演＝森大地　上条拳斗　中野佑亮
〈３５００円　高校生以下２５００円〉　２５日３時／７時　２６・
２７日1時／６時　他７時開演　ぽんプラザホール　
	 ※８回【福岡】

ネコ脱出
２３日㈬～２７日㈰
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「おちゃのこさいさい」
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　船
井進他
〈４３００円〉　２３日７時　２７日２時　 他２時／７時開演　
「劇」小劇場	 ※８回

演劇集団TOY’sBOX
２３日㈬～２７日㈰

「“真”悲劇の生物兵器２367号」
脚本・演出＝AO
出演＝青瀬博樹　岡部淳一　金坂息吹　川谷諒　新城
理奈他
〈２８００円　学生２０００円〉　２７日1時／５時　他２時／７時
開演　北池袋・新生館シアター	 ※1０回

劇団鮫軟骨
２３日㈬～２８日㈪

「明けない夜がありました」
脚本＝松井錦吾　演出＝三保谷骨太呂卯
出演＝平隆人　旭桃果　三輪亮太　原田桂佑　加藤志
織他
〈３５００円〉　２３日７時　２５日５時　２７日1時／６時　２８日
1２時／５時　他２時／７時開演　参宮橋TRANCE MIS
SION	 ※1０回

ENG
２３日㈬～２８日㈪

「ほんとうにかくの？」
脚本・演出＝久保田唱
出演＝五十嵐啓輔　石部雄一　今出舞　NPO法人　
大神拓哉他
〈S席６５００円　A席５５００円〉　２５日２時／７時　２６・２７
日1時／６時　２８日２時　他７時開演　シアターグリー
ン　BIG TREE THEATER	 ※９回

劇団4ドル5０セント
２３日㈬～２９日㈫

「劇団4ドル5０セントとろりえの年末」
脚本・演出＝奥山雄太
出演＝仲美海　梅舟惟永　岡田帆乃佳　荒井レイラ　
前田悠雅他
〈８０００円　５０００円〉　２５・２８日２時／７時３０分　２６・２７
日２時／６時　２９日1２時／５時　他７時３０分開演　中目
黒キンケロ・シアター	 ※1２回

劇団ウィステリウム
２４日㈭・２５日㈮

「男たちのメリークリスマス」

脚本＝エンジェル　演出＝藤本紀世彦
出演＝阿部倫士　圓石さやか　笠松大誠　可知将雄　
工藤蔵誉他
〈２０００円〉　２３日1時／４時／７時　２４日1時／４時／６時
開演　cafe&bar 木星劇場	 ※６回

壱劇屋
２４日㈭～２６日㈯

「クリスマス・アンダーグラウンド」
脚本・演出＝大熊隆太郎
出演＝井立天　大熊隆太郎　岡村圭輔　柏木明日香　
河原岳史他
〈２５００円　高校生以下５００円〉　２４日５時／８時　２５日
11時／２時／５時／８時　２６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	 ※1０回【大阪】

劇団中馬式
２４日㈭～２６日㈯

「ミッドナイト・ホットスナック」
脚本・演出＝中馬真弥
出演＝百々ともこ　鹿島曜　久保田伶奈　イトウエリ　
菊池真衣
〈３０００円　２３歳以下２５００円〉　２４日８時　２５日３時／８
時　２６日1時／６時開演　新宿シアター・ミラクル　
	 ※５回

早稲田大学劇団木霊　映像配信
２４日㈭～２７日㈰

「真空のジェンガ」
脚本・演出＝鏡原すず
出演＝大石水月　古賀悠真　スミタシオン　橘美海　
波多野比奈他
〈無料〉　２７日1２時　他５時開演　劇団木霊アトリエ　
	 ※４回

劇団夜鐘と錦鯉
２４日㈭～２７日㈰

「扁桃と虚天球―なけなしの革命児の帰依に寄す―」
脚本・演出＝中荄啾仁
出演＝いしいのぶあき　工祥仁　佐藤由夏　周苦楽　
白雪すみ他
〈２７００円　学生２２００円〉　２４日５時　２７日1時／５時　
他２時／６時３０分開演　ひつじ座	 ※７回

オリジナルプロジェクト
２４日㈭～２７日㈰

「始まりの路＆おぴスマスイブ」
脚本・演出＝萩原成哉
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脚本・演出＝西田大輔
出演＝村田洋二郎　横山真史　佐久間祐人　太田奈緒　
瀬戸祐介他
〈９５００円〉　２０・２７日1２時／５時３０分　２1・２３～２５日６
時３０分　２８日２時　他1時／６時３０分開演　２２日休演　
全労済ホール／スペース・ゼロ	 ※1３回

フォスフォレッスセンス
1９日㈯～1月11日㈪

「ザ・ウィンターズ テイル／アンダーグラウンド」
脚本＝山科有於良　演出＝早坂彩
出演＝丸山港都　岡崎さつき　葵
〈配信限定２２００円〉　1０時開演　こまばアゴラ劇場　
	 ※1回

甲南大学文化会演劇部　甲南一座
２０日㈰

「解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館
の話」
脚本＝オノマリコ　演出＝服部幸花
出演＝甲南大学文化会演劇部甲南一座
〈無料〉　11時／３時３０分開演　甲南大学甲友会館大
ホール	 ※２回【兵庫】

Ange Plume
２０日㈰

「メランコリックジゴロ―あぶない相続人―」
脚本・演出＝Ange	Plume
出演＝Ange	Plume
〈無料〉　５時開演　名古屋市中村文化小劇場　
	 ※1回【愛知】

劇団こふく劇場
２０日㈰

「昏睡」
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
〈２０００円〉　２時開演　四天王寺スクエア　
	 ※1回【三重】

学園座　オンデマンド配信
２1日㈪・２２日㈫

「天守物語」
原作＝泉鏡花　脚色＝毛利亘宏　上演台本作成・演出
＝こーへい
出演＝学園座
〈無料カンパ制〉　２時開演　オンデマンド配信
	 ※２回

遊機械オフィス
２1日㈪～２７日㈰

「移動レストラン『ア・ラ・カルト』～だったのです
が、こんな状況なので今年は『僕のフレンチ』を配信さ
せていただきます。by高橋～」
脚本＝高泉淳子　演出＝吉澤耕一
出演＝高泉淳子　山本光洋　釆澤靖起　中西俊博　竹
中俊二他
〈５２２０円〉　２６・２７日６時　他７時３０分開演　２３～２５日
休演　eplus LIVING ROOM CAFE&DINING
	 ※４回

東京AZARASHI団
２２日㈫～２７日㈰

「絶対、押すなよ！」
脚本・演出＝穴吹一朗
出演＝迫田圭司　神崎菜緒　穴吹一朗　渡辺シヴヲ　
魚建
〈４０００円〉　２４・２６・２７日２時　他７時開演　サンモー
ルスタジオ	 ※６回

庭劇団ペニノ　タニノクロウ秘密クラブ
２２日㈫～２８日㈪

「MARZO VR」
脚本・演出＝タニノクロウ
出演＝大内彩加　廣川真菜美　坂井初音　内田倭史
〈２２００円〉　２８日1２時／1時／２時／３時／５時／６時／７
時　他1２時／1時／２時／３時／５時／６時／７時／８時
開演　北千住BUoY	 ※５５回

Prayers Studio　オンライン無料配信
２３日㈬・２５日㈮

「かもめ」
脚本＝アントン・チェーホフ　演出＝渡部朋彦
出演＝渡部朋彦　中島陽子　妻鹿ありか　蔭山恵美　
小八重智他
〈無料〉　７時３０分開演　オンライン公演	 ※２回

ナシカ座
２３日㈬～２７日㈰

「一番星」
脚本・演出＝内田好政
出演＝森大地　上条拳斗　中野佑亮
〈３５００円　高校生以下２５００円〉　２５日３時／７時　２６・
２７日1時／６時　他７時開演　ぽんプラザホール　
	 ※８回【福岡】

ネコ脱出
２３日㈬～２７日㈰
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出演＝秋葉友佑　佐藤弘樹　中尾拳也　鵜飼主水　萩
原成哉
〈４５００円　学生３０００円〉　２４日２時／６時　２５日３時／７
時　２６日２時／６時　２７日1時／５時開演　TACCS１１79
 ※８回

劇団水色革命
２４日㈭～２７日㈰

「リング・リング・リング」
脚本＝つかこうへい　演出＝MARU
出演＝岩井杏加　松井珠紗　救世忍者乱丸　マツダヒ
ロエ　西内琢馬他
〈S席７０００円　A席５５００円　自由席４５００円　学生３５００
円〉　２６日1時／６時　２７日1２時／５時　他２時／７時開
演　萬劇場	 ※８回

INDEPENDENT
２４日㈭～２７日㈰

「INDEPENDENT in 盛岡」
脚本・演出＝角舘信哉　佐藤由希　村田青葉　藤原瑞
基　χ梨ライヒ　竜崎だいち
出演＝相良佳央　佐藤由希　髙橋響子　藤原瑞基　渡
辺陽他
〈1０００円　学生７００円〉　２６日３時／５時３０分　２７日11
時／1時３０分　他７時３０分開演　いわてアートサポー
トセンター・風のスタジオ	 ※６回【岩手】

ブシロード
２４日㈭～２７日㈰

「ROAD59―新時代任侠特区―」
脚本＝毛利亘宏　演出＝ヨリコジュン
出演＝君沢ユウキ　前田誠二　白又敦　鮎川太陽　山
本康平他
〈1５０００円　９０００円〉　２４日７時　２５日２時／７時　他1２
時／４時開演　なかのZERO	 ※７回

中野坂上デーモンズ
２４日㈭～２９日㈫

「間」
脚本・演出＝松森モヘー
出演＝中尾仲良　安藤安按　尾崎加奈子　斎藤アイナ　
佐藤昼寝他
〈３３００円〉　２７日1時／５時　２８日７時３０分　２９日２時／
６時３０分　他２時／７時３０分開演　OFF・OFFシア
ター	 ※11回

こわっぱちゃん家
２４日㈭～２９日㈫

「余白の色彩」

脚本・演出＝トクダタクマ
出演＝晴森みき　トクダタクマ　瀧啓祐　揚妻弘和　
加藤美帆他
〈４８００円　学生３３００円　高校生以下２５００円　配信チ
ケット３０００円〉　２６～２８日1時／６時３０分　２９日３時　
他６時３０分開演　シアター7１１	 ※９回

箱庭円舞曲
２４日㈭～３０日㈬

「今はやることじゃない」
脚本・演出＝古川貴義
出演＝白勢未生　鈴木ハルニ　林和義　依乃王里　嶋
村亜華里
〈５０００円　映像配信２０００円〉　２６・２９日２時／７時３０分　
２７・３０日２時　他７時３０分開演　駅前劇場	 ※９回

株式会社WARE
２５日㈮

「いきなり本読み！ in 東京国際フォーラム」
脚本・演出＝岩井秀人
出演＝松たか子　神木隆之介　後藤剛範　大倉孝二
〈S席８０００円　A席７０００円〉　７時開演　東京国際フォー
ラム ホールC	 ※1回

劇団メルシアーク
２５日㈮

「水の魔女とちょっと不思議なクリスマス」
脚本・演出＝小峯和浩
出演＝関口理紗　吉田忠邦　Nina　赤塚幹夫　ゔん
他
〈２５００円　配信公演1０００円〉　７時開演　小劇場メルシ
アーク神楽坂	 ※1回

劇団ちゃうかちゃわん
２５日㈮・２６日㈯

「十二階からの崩落」
脚本・演出＝でぃあっ♡
出演＝渡部快平　津島ヨモツ
〈無料カンパ制〉　２５日５時３０分　２６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】

うつつのしかく
２５日㈮～２７日㈰

「半神」
脚本＝萩尾望都　野田秀樹　演出＝秋草瑠衣子
出演＝石川詩織　広山詞葉　加瀬澤拓未　畑中実　山
森信太郎他
〈４５００円　学生３５００円〉　２５日７時　２６日２時／７時　
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２７日1時／５時開演　シアター風姿花伝	 ※５回

富山のはるか
２５日㈮～２７日㈰

「The Last Wave」
脚本・演出＝松尾祐樹
出演＝古川路　小島颯太　たなかゆきの　戸塚ヤスタ
カ
〈３０００円　配信1２００円〉　２５日７時　２６日２時／７時　
２７日２時開演　WAKABACHO WHARF 若葉町
ウォーフ	 ※４回【神奈川】

お寿司
２５日㈮～２７日㈰

「土どどどど着・陸」
脚本・演出＝南野詩恵
出演＝大石英史　竹ち代毬也　筒井茄奈子他
〈３５００円　学生２０００円〉　２５日７時　２６日２時／７時　
２７日２時開演　THEATRE E9 KYOTO	 ※４回【京都】

さいたまネクスト・シアター　リーディング公演
２５日㈮～２７日㈰

「作者を探す六人の登場人物」
脚本＝ルイージ・ピランデッロ　演出＝小川絵梨子
出演＝周本絵梨香　鈴木彰紀　竪山隼太　手打隆盛　
堀源起他
〈３０００円　２５歳以下２０００円〉　２５日６時３０分　他1時３０
分開演　彩の国さいたま芸術劇場・大ホール　
	 ※３回【埼玉】

劇団ファットマンズクラブ
２６日㈯

「青木さん家の奥さん」
脚本＝内藤裕敬　演出＝土田真一
出演＝後藤陽佳　鈴木純　鈴木翔太　小関健人
〈５００円〉　２時／６時開演　山形市民会館小ホール　
	 ※２回【山形】

仙台・劇のまちトライアルシアター２０２０
２６日㈯・２７日㈰

「子育ていろいろ　晴れときどき嵐」
脚本・演出＝高橋菜穂子
出演＝渡部ギュウ　野々下孝　飯沼由和　上島奈津子　
宿利左紀子他
〈1０００円〉　２６日４時　２1日11時／４時開演　せんだい
演劇工房１０–BOX	 ※３回【宮城】

akakilike
２６日㈯・２７日㈰

「眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさ
ん持って、夏の海がキラキラ輝くように、 緑の庭に光
あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のよ
うに」
脚本・演出＝倉田翠
出演＝タイチ　チャル　ハル　ペー　ヨウジ他
〈２５００円　２５歳以下２０００円　高校生以下５００円〉　２６日
３時　２７日11時／３時開演　富士見市民文化会館キラ
リ☆ふじみ	 ※３回【埼玉】

劇団異空間
２６日㈯・２７日㈰

「月を待つ人」
脚本＝岩本憲嗣　演出＝谷口真梨
出演＝原田健民　谷口真梨　小嶋梨紗　村手瑠衣　中
嶋千夏他
〈２５００円　学生２０００円〉　２６日1時／６時　２７日11時／
４時開演　スタジオ☆異空間	 ※４回【愛知】

東京夜間飛行
２６日㈯・２７日㈰

「アラカルト」
脚本・演出＝原真善美
出演＝真善美。　山口万里奈　タカヤ賢　明美見枝子
〈４５００円〉　２６日７時３０分　２７日1時／５時開演　下北
沢ハーフムーンホール	 ※３回

The Smoke Shelter　音楽朗読劇
２６日㈯・２７日㈰

「天使を燃やしたキャンドル」
脚本・演出＝李晏珠
出演＝織田えみ子　金木春奈
〈２５００円〉　２６日６時　２７日1時３０分／６時開演　COT
TAGE	 ※３回【京都】

ハコボレ
２６日㈯・２７日㈰

「世別レ心中」
脚本・演出＝前田隆成
出演＝前田隆成
〈２０００円　高校生以下1０００円〉　２６日11時３０分／２時
３０分／７時３０分　２７日11時／２時開演　花まる学習会
王子小劇場	 ※５回

オレンヂスタ×演劇ユニットnoyR
２６日㈯・２７日㈰

「人ノ形」
脚本・演出＝ニノキノコスター　樋口ミユ
出演＝今津知也　伊藤文乃　暁月セリナ　大木実奈　
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出演＝秋葉友佑　佐藤弘樹　中尾拳也　鵜飼主水　萩
原成哉
〈４５００円　学生３０００円〉　２４日２時／６時　２５日３時／７
時　２６日２時／６時　２７日1時／５時開演　TACCS１１79
 ※８回

劇団水色革命
２４日㈭～２７日㈰

「リング・リング・リング」
脚本＝つかこうへい　演出＝MARU
出演＝岩井杏加　松井珠紗　救世忍者乱丸　マツダヒ
ロエ　西内琢馬他
〈S席７０００円　A席５５００円　自由席４５００円　学生３５００
円〉　２６日1時／６時　２７日1２時／５時　他２時／７時開
演　萬劇場	 ※８回

INDEPENDENT
２４日㈭～２７日㈰

「INDEPENDENT in 盛岡」
脚本・演出＝角舘信哉　佐藤由希　村田青葉　藤原瑞
基　χ梨ライヒ　竜崎だいち
出演＝相良佳央　佐藤由希　髙橋響子　藤原瑞基　渡
辺陽他
〈1０００円　学生７００円〉　２６日３時／５時３０分　２７日11
時／1時３０分　他７時３０分開演　いわてアートサポー
トセンター・風のスタジオ	 ※６回【岩手】

ブシロード
２４日㈭～２７日㈰

「ROAD59―新時代任侠特区―」
脚本＝毛利亘宏　演出＝ヨリコジュン
出演＝君沢ユウキ　前田誠二　白又敦　鮎川太陽　山
本康平他
〈1５０００円　９０００円〉　２４日７時　２５日２時／７時　他1２
時／４時開演　なかのZERO	 ※７回

中野坂上デーモンズ
２４日㈭～２９日㈫

「間」
脚本・演出＝松森モヘー
出演＝中尾仲良　安藤安按　尾崎加奈子　斎藤アイナ　
佐藤昼寝他
〈３３００円〉　２７日1時／５時　２８日７時３０分　２９日２時／
６時３０分　他２時／７時３０分開演　OFF・OFFシア
ター	 ※11回

こわっぱちゃん家
２４日㈭～２９日㈫

「余白の色彩」

脚本・演出＝トクダタクマ
出演＝晴森みき　トクダタクマ　瀧啓祐　揚妻弘和　
加藤美帆他
〈４８００円　学生３３００円　高校生以下２５００円　配信チ
ケット３０００円〉　２６～２８日1時／６時３０分　２９日３時　
他６時３０分開演　シアター7１１	 ※９回

箱庭円舞曲
２４日㈭～３０日㈬

「今はやることじゃない」
脚本・演出＝古川貴義
出演＝白勢未生　鈴木ハルニ　林和義　依乃王里　嶋
村亜華里
〈５０００円　映像配信２０００円〉　２６・２９日２時／７時３０分　
２７・３０日２時　他７時３０分開演　駅前劇場	 ※９回

株式会社WARE
２５日㈮

「いきなり本読み！ in 東京国際フォーラム」
脚本・演出＝岩井秀人
出演＝松たか子　神木隆之介　後藤剛範　大倉孝二
〈S席８０００円　A席７０００円〉　７時開演　東京国際フォー
ラム ホールC	 ※1回

劇団メルシアーク
２５日㈮

「水の魔女とちょっと不思議なクリスマス」
脚本・演出＝小峯和浩
出演＝関口理紗　吉田忠邦　Nina　赤塚幹夫　ゔん
他
〈２５００円　配信公演1０００円〉　７時開演　小劇場メルシ
アーク神楽坂	 ※1回

劇団ちゃうかちゃわん
２５日㈮・２６日㈯

「十二階からの崩落」
脚本・演出＝でぃあっ♡
出演＝渡部快平　津島ヨモツ
〈無料カンパ制〉　２５日５時３０分　２６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】

うつつのしかく
２５日㈮～２７日㈰

「半神」
脚本＝萩尾望都　野田秀樹　演出＝秋草瑠衣子
出演＝石川詩織　広山詞葉　加瀬澤拓未　畑中実　山
森信太郎他
〈４５００円　学生３５００円〉　２５日７時　２６日２時／７時　
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鳥飼健太郎
〈３０００円　学生1５００円〉　２６日1時／６時　２７日11時／
３時開演　穂の国とよはし芸術劇場 創造活動室A　
	 ※４回【愛知】

劇団森　映像配信
２６日㈯・２７日㈰

「HOSTEL」
脚本・演出＝雨宮ひかる
出演＝阿部有那　雨宮ひかる　梅澤依愛　岡村香苗　
樫村昇汰他
〈無料フリーカンパ制〉　９時開演　早稲田大学学生会
館	 ※1回

伊丹想流劇塾第4期生公演
２６日㈯・２７日㈰

「あざなう」
脚本・演出＝伊丹想流劇塾第４期生
出演＝牛嶋千佳　江戸ハレ　要小飴　川辺恵　桐山篤
他
〈２０００円〉　２６日３時／６時　２７日11時３０分／２時３０分
開演　AI・HALL	 ※４回【兵庫】

ダンスミュージカル
２６日㈯・２７日㈰

「お私立 花村学園」
脚本・演出＝Yomi
出演＝如月蓮　原田朱　原めぐみ　Yomi　丸山京子
他
〈指定５０００円　自由４５００円〉　２６日1時／６時　２７日11
時／４時開演　滝野川会館・大ホール	 ※４回

キューブ　朗読劇
２６日㈯～２９日㈫

「雨恋ミント inspired by wacci“足りない”」
脚本・演出＝えのもとぐりむ
出演＝櫻井紗季　林勇輝　納富有沙　高嶋菜七　川原
一馬他
〈S席６０００円　A席４０００円〉　２６日６時　２８日３時／７時　
他1時／５時開演　ザ・スズナリ	 ※７回

くらやみダンスリーディング公演
２７日㈰・２８日㈪

「蔵へ！」
脚本・演出＝岡本セキユ　神山慎太郎　堀紗織
出演＝神山慎太郎　岡本セキユ　堀紗織　金子美咲　
吉田裕太
〈２０００円　オンライン視聴1０００円〉　７時開演　文喫 
六本木	 ※２回

劇団扉座
２８日㈪・２９日㈫

「お伽の棺２０２０」
脚本・演出＝横内謙介
出演＝犬飼淳治　砂田桃子　中原三千代　岡森諦
〈４０００円　学生３０００円〉　２８日７時　２９日1時／５時開
演　すみだパークシアター倉	 ※３回

オオタスセリ
２８日㈪～３０日㈬

「スセリ☆台本劇場２3」
脚本・演出＝オオタスセリ
出演＝オオタスセリ　田中真由美　くじら他
〈３５００円〉　２８日７時　２９日1時／６時　３０日２時／６時
開演　「劇」小劇場	 ※５回

女の子には内緒
２８日㈪～1月６日㈬

「老いは煙の森を駆ける」
脚本・演出＝柳生二千翔
出演＝洪雄大　高山玲子　渡邊まな実
〈３５００円　２５歳以下３０００円　 高校生以下1５００円〉　
２９・３０・４日２時　５日７時３０分　６日1時　他６時開演　
３1～２日休演　こまばアゴラ劇場	 ※７回（３回／４回）

芝居maker　GoooooToJ
２９日㈫

「汝、こじらせ！」
脚本＝雪つららきの　演出＝さすがやあうん
出演＝鴨梨　成瀬トモヒロ
〈無料カンパ制〉　６時３０分開演　鑪ら場　
	 ※1回【愛知】

株式会社ミスティブ MYSTIVE
２９日㈫・３０日㈬

「MURDERMYSTERY THE STAGE（マーダーミステ
リー・ザ・ステージ）」
脚本・演出＝越水ナオキ他
出演＝稲垣希　橋本達也　早川剛史　程嶋しづマ他
〈３５００円〉　２９日７時　３０日1時／７時開演　萬劇場　
	 ※３回

劇団フライングステージ
２９日㈫・３０日㈬

「gaku–GAY–kai ２０２０ 贋作・十二夜」
原作＝ウィリアム・シェイクスピア　台本・演出＝関
根信一
出演＝エスムラルダ　尾崎太郎　オバマ　岸本啓孝　
木村佐都美他
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〈４０００円〉　２時／６時３０分開演　新宿シアター・ミラ
クル	 ※４回

無題の稽古会
３０日㈬

「無題の稽古場―俳優達の夜、夜明け、夜明け前―」
脚本・演出＝無題の稽古会
出演＝荒木知佳　井神沙恵　石松太一　伊藤安那　中
島広隆他
〈無料〉　５時開演　急な坂スタジオ	 ※1回【神奈川】

サイマル演劇団
３０日㈬

「Peste≠Peste／私たちの望むものは」
脚本・演出＝赤井康弘
出演＝葉月結子　岩澤繭　山口もね　阿目虎南
〈1００００円　２５歳以下２０００円　オンライン配信２０００円〉　
３時／８時開演　演劇フリースペース・サブテレニア
ン	 ※２回

大川興業
３０日㈬・３1日㈭

「大川の大忘年会２０２０」
脚本・演出＝大川興業
出演＝大川興業
〈３０００円〉　３０日７時　３1日２時／９時開演　ザ・スズ
ナリ	 ※３回

青年団
３1日㈭～1月1０日㈰

「コントロールオフィサー」「百メートル」
脚本・演出＝平田オリザ
出演＝永井秀樹　立蔵葉子　海津忠　島田桃依　串尾
一輝他
〈３０００円　高校生以下1５００円〉　1・３・９日２時／６時　
４・８日７時３０分　５・７日２時／７時３０分　他２時開演　
２・６日休演　アトリエ春風舎	 ※1４回（1回／1３回）
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２９・３０・４日２時　５日７時３０分　６日1時　他６時開演　
３1～２日休演　こまばアゴラ劇場	 ※７回（３回／４回）

芝居maker　GoooooToJ
２９日㈫

「汝、こじらせ！」
脚本＝雪つららきの　演出＝さすがやあうん
出演＝鴨梨　成瀬トモヒロ
〈無料カンパ制〉　６時３０分開演　鑪ら場　
	 ※1回【愛知】

株式会社ミスティブ MYSTIVE
２９日㈫・３０日㈬

「MURDERMYSTERY THE STAGE（マーダーミステ
リー・ザ・ステージ）」
脚本・演出＝越水ナオキ他
出演＝稲垣希　橋本達也　早川剛史　程嶋しづマ他
〈３５００円〉　２９日７時　３０日1時／７時開演　萬劇場　
	 ※３回

劇団フライングステージ
２９日㈫・３０日㈬

「gaku–GAY–kai ２０２０ 贋作・十二夜」
原作＝ウィリアム・シェイクスピア　台本・演出＝関
根信一
出演＝エスムラルダ　尾崎太郎　オバマ　岸本啓孝　
木村佐都美他
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