
■2017年度中学校・高等学校の芸術鑑賞上演作品一覧です。

　　　上演に関するお申込みお問い合わせは、各団体へ直接ご連絡ください。

団体名・連絡先・担当者 演目名・作・演出 上映時間 会場条件 巡演時期 構成人数

うりんこ 『ダイアル　ア　ゴースト　-幽霊派遣会社-』 1時間45分 ・ホール 5月～3月 12名

（西尾栄儀） 脚色・演出/山崎清介 間口6間、奥行5間

ＴＥＬ：052-772-1882 ・体育館

ＦＡＸ：052-771-7868

『罪と罰』 1時間50分 ・ホール 5月～3月 12名

脚色・演出/山崎清介 間口6間、奥行5間

・体育館

演劇集団オフィスワンダーランド 『からくり儀右衛門　　　　　　　　　　　　　 1時間50分 ホール、体育館 8月、

（浜田和美） 　　　　　―日本のエジソン・技術で明治維新を創った男―』 11月15日～3月

TEL：03-3368-2481 作・演出／竹内一郎

FAX：03-3368-2487

『日本アニメ（ジャパニメーション）.夜明け前』 1時間50分 ホール、体育館 12月、

作・演出／竹内一郎 1月～3月

『熊楠と孫文―熊楠が孫文に伝えた世界―』 1時間30分 ホール、体育館 12月、

作・演出／竹内一郎 1月～3月

芸優座 『ベニスの商人』 1時間45分 ・体育館 通年 16名

（伊澤智子） 原作/W.シェイクスピア ・ホール

TEL：042-489-4555 演出/平塚仁郎 ・講堂

FAX：042-489-9170 ・会館

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

作/村田里絵 ・ホール

演出/平塚仁郎 ・講堂

・会館

『チェーホフ先生こんにちは』 1時間55分 ・体育館 通年 16名

原作/A・チェーホフ （休憩10分含む） ・ホール

脚本/平塚仁郎 ・講堂

演出/村田里絵 ・会館

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

原作/O・ヘンリー （休憩10分含む） ・ホール

脚本/平塚仁郎 ・講堂

演出/村田里絵 ・会館

『いとしのクレメンタイン』 2時間 ・体育館 通年 17名

作/村田理恵 （休憩10分含む） ・ホール

演出/平塚仁郎 ・講堂

・会館

こまつ座 第一部：朗読『母と暮せば』 1時間30分 ・体育館 通年 5名

（辻 瑛美） 構成・演出／田中麻衣子 （休憩15分） ・ホール

TEL：03-3851-5165 （「小説 母と暮せば」（著／山田洋次・井上麻矢）より抜粋 ※休憩・第二部の ・講堂

FAX：03-3865-9196 第二部：講演（井上麻矢がご希望に沿った内容でトーク） 長さは調整可能 ・会館

秋田雨雀・土方与志記念 『オールライト』 1時間55分 ・ホール 6月～7月 15名

青年劇場 作／瀬戸山美咲 ・体育館 10月～12月

（白木匡子） 演出／藤井ごう

TEL：03-3352-6990

FAX：03-3352-9418

『博士の愛した数式』 1時間55分 ・ホール 10月～12月 17名

原作/小川洋子

脚本/福山啓子

演出/村上秀樹

『あの夏の絵』 1時間55分 ・ホール 10月～12月 10名

作・演出／福山啓子 ・体育館



団体名・連絡先・担当者 演目名・作・演出 上映時間 会場条件 巡演時期 構成人数

東京演劇アンサンブル 『銀河鉄道の夜』 1時間30分 ・会館 4月～7月 17名

（小森明子） 原作／宮沢賢治　 ・体育館 9月下旬～12月

TEL：03-3920-5232 脚本・演出／広渡常敏

FAX：03-3920-4433

音楽劇『消えた海賊』 1時間40分 ・会館 6月下旬～7月 15名

作／広渡常敏　 （休憩15分含む） ・体育館 9月下旬～12月

構成・演出／公家義徳

東京演劇集団風 『ヘレン･ケラー～ひびき合うものたち』 2時間 ・会館 5月～7月 17名

（西垣耕造） 作/松兼功 （休憩10分含む） ・体育館 9月～12月

TEL：03-3363-3261 演出/浅野佳成 ・講堂

FAX：03-3363-3265

『ジャンヌ・ダルク―ジャンヌと炎　いま、ひとりの少女が声をあげた』 2時間 ・会館 4月～7月 17名

作/マティ・ヴィスニック　 （休憩10分含む） ・体育館 9月～12月

訳：志賀重仁 ・講堂

演出/浅野佳成

東京芸術座 『Chelleng・ed－遠い水の記憶－』 1時間45分 ・体育館 6月～7月 16名

（北原章彦） 原作／神品正子 ・会館 9月～10月上旬

TEL：03-3997-4341 演出／印南貞人 11月～12月

1月～3月

FAX：03-3904-0151

『夏の庭-The Friends－』 1時間45分 ・体育館 4～７月 16名

原作/湯本香樹実（新潮文庫刊） ・会館 9月～10月上旬

脚本・演出/印南貞人 11月～12月

1月～3月

銅鑼 『チャージ』 1時間45分 ・ホール 4月～7月 16名

（田辺素子） 作/田口萌 ・体育館 9月～12月

TEL：03-3937-1101 演出/西川信廣 ・講堂

FAX：03-3937-1103

『ハンナのかばん』　5人バージョン 1時間20分 ・ホール 6月～7月 12名

脚本/いずみ凜 ・体育館 9月～12月

演出/モニ・ヨセフ ・講堂

『ハンナのかばん』　10人バージョン 1時間20分 ・ホール 6月～7月 17名

脚本/いずみ凜 ・体育館 9月～12月

演出/モニ・ヨセフ ・講堂

ポプラ ミュージカル『赤い日々の記憶』 1時間40分 ・ホール 5月～7月 15名

（植木 悟） 原作／兵頭友彦 ・体育館 9月～12月

TEL：03-3937-1101 脚本／大谷美智浩

FAX：03-3937-1103 演出／木島 恭

ミュージカル『お菓子放浪記』 1時間45分 ・ホール 5月～7月 15名

原作／西村滋 ・体育館 9月～12月

演出／木島 恭


