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リージョナルシアター・シリーズ 200７について 

 

 

 東京国際芸術祭において、財団法人地域創造との共催のもと開催されてきましたリージョナルシアタ

ー･シリーズは、東京以外の地域を拠点に活躍し、地域の芸術文化活動に貢献している若手・実力派劇

団を紹介する企画として、1999 年秋からの 7 回の開催でこれまでに 38 の劇団・公演を紹介してきました。

また 2005 年からは地域で創造される舞台の東京公演の受け皿として、「公共ホール・劇場等企画公演部

門」を新設し、05 年に大阪市立芸術創造館プロデュース、06 年には北九州芸術劇場が飛ぶ劇場と共同

製作を行い、地域で力と才能を着実に伸ばしてきたアーティストと公共ホールの充実した製作体制による

質の高い作品を上演することができました。 

 一方、地域の劇団やプロデュース公演の紹介・招聘を行う本シリーズにおいては、今後もより質の高い

創造的な演劇と芸術文化環境づくりを地域で推進し、全国に発信していくために、シリーズ自体の抜本的

な見直しが必要であり、どのように公共ホールと連携し、作品づくりをバックアップしていけるのかをここ

数年検討してきました。その結果、第 8 回目となる今年度は、より充実した作品創造の場と地域に還元で

きる仕組みとして、「リーディング公演部門」と「創作・育成プログラム部門」の二部門制に一新し、更なる

発展を目指します。 

  
■「リーディング公演部門」～良質戯曲の創作・ネットワークの生成・地域での本公演へ 

 
「リーディング公演部門」では、地域で活躍する劇団が同時期に１週間東京に滞在して稽古を行い、リ

ーディング公演を上演します。「リーディング公演部門」で上演された作品は、地域に戻り公共ホールの

協力体制のもと、本公演として上演します。リーディング公演を行うことで、作家は戯曲の執筆から本公

演までの間、戯曲と向き合う時間が増えます。プロの劇作家にアドバイザーとして戯曲の創作過程でアド

バイスを受け、質の高い戯曲に仕上げていきます。 
また各劇団が東京滞在中は、お互いの稽古を見学し情報交換を図ることで、今後に繋がるネットワー

クが広がることが期待されるとともに、創作面においても相互でのよい刺激となるでしょう。 
このような東京でのリーディング公演を経た各劇団が、地域に戻って本公演を行い、地域の観客に質

の高い作品を観劇していただくとともに、その後も地域の中心的な劇団として、活躍することが期待され

ます。 
 
■「創作・育成プログラム部門」～リージョナルシアター･シリーズ プロデュース公演  
  

リーディング公演部門に参加した劇団・団体の中から 1 名の作家または演出家を翌年度の「創作・育

成プログラム部門」に選出し、東京に６～８週間滞在して、演劇公演を１作品創作・上演します。また、読

み聞かせのワークショップなどにも参加し、今後地域での活動の場を広げるための実践的な研修活動を

行います。初年度の今回は過去のリージョナルシアター・シリーズ参加団体から、2001 年にＴＰＳ（札幌）

の劇作家・演出家として参加し、現在も札幌で活躍する演出家・北川徹氏を選出しました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈リーディング公演部門〉 

・芝居工場わらく 

・魚灯 

・南船北馬一団 

・F’s Company 

劇団Ａ 

劇団Ｂ 

劇団Ｃ 

劇団Ｄ 

劇団Ｅ 

劇団Ｆ 

〈創作・育成プログラム部門〉 

作家または 

演出家  

作家または 

演出家  

北川 徹 

作家または演出家１名を選出 作家または演出家１名を選出 

 
・東京にて１週間の稽古を行い、リーディング形式の公演を上演する。 
・プロの作家または演出家が参加劇団・団体の執筆する戯曲に対して助言する。 
・事業終了後に必ず地域で本公演を上演する。 
・アウトリーチ等に関する研修。 

・作品の創作（６～８週間）、上演   ・アウトリーチの研修 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞーｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー

平成１９年度 平成１８年度 平成２０年度 

■アドバイザー 

今年度からの本シリーズでは、作家または演出家がアドバイザーとしてつき、戯曲の創作段階からア

ドバイスを行い、より質の高い戯曲創作、公演を目指します。今年度の「リーディング公演部門」は、岩松

了、北村想、佃典彦、平田オリザのいずれも岸田戯曲賞受賞作家である各氏がつき、「創作・育成プログ

ラム部門」ではク･ナウカシアターカンパニーで世界を横断する宮城聰氏に依頼しました。 
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■リーディング公演部門ラインナップ～磨きぬかれた珠玉の 4 作品

 

「リーディング公演部門」には 4 劇団が登場します。 

成田から初登場となる芝居工場わらくは、結成からわずか 2 年目での参加ながら本公演では岸田國

士や菊池寛の戯曲も上演し、老若男女問わず毎回多くの観客が来場し、人気を集める劇団です。京都

の魚灯は、劇団八時半（主宰・鈴江俊郎）の劇作家・俳優としても活躍した山岡徳貴子を中心に結成され、

今春には精華演劇祭にも出場し、今後の飛躍に一層期待がもてます。大阪の南船北馬一団は、主宰で

作・演出を務める棚瀬美幸が 06 年 8 月までの 1 年間、平成 17 年度文化庁新進芸術家留学制度研修員

としてドイツ・フォルクスビューネ劇場に留学し、今回の作品が帰国後第一作目となります。ドイツの奇才

のもとで何を感じ、何を日本で表現するのか、その成果に注目が集まります。昨今隆盛著しい九州から

は長崎の F’s Company が登場します。長崎の街をモチーフにした作品を作り続け、今作でも長崎が抱え

る過去と矛盾を描き出します。 

気鋭の４劇団にアドバイザーを加え、磨きぬかれた 4 作品のリーディング公演にご期待ください。 

 
 
 
■ 創作・育成プログラム部門公演 『浮力』作・演出／北川徹  

 

創作・育成プログラム部門での公演は、北川徹の新作『浮力』をリージョナルシアター･シリーズのプロ

デュースで上演いたします。 

2001 年にリージョナルシアター･シリーズに初登場した北川徹は、その後も 2003 年に若手演出家コン

クール審査員特別賞（日本演出者協会主催）を受賞するなど着実に力をつけ、札幌にあるＴＰＳ北海道演

劇財団を中心に作品を発表してきた今後の飛躍に期待がもてる劇作家・演出家のひとりです。 

今公演では、普段から北川徹と作品を創作している札幌の俳優・スタッフではなく、メンバー全員を東

京で活躍する俳優・スタッフ陣で固めました。北川曰く「自分が一緒にやってみたかった俳優・スタッフが

全て揃った」という出演者には、燐光群の俳優として 20 年以上第一線で活躍し、多くの名作舞台に出演

してきた猪熊恒和、『無頼漢』（流山児祥・演出/日本劇団協議会）、『鵺/NUE』（宮沢章夫・演出/世田谷

パブリックシアター）など話題作への出演が続き、独特の存在感で観客を魅了する下総源太朗、今、最も

勢いのある劇団のひとつ THE SHAMPOO HAT の旗揚げからのメンバー多門勝、映像を中心に活躍し舞

台にもその領域を広げる期待の若手俳優足立信彦、そして指輪ホテルやニブロールなどに出演し多種

多彩な表現に華麗に適応する身体をもつ稲毛礼子が紅一点で入り、充実のキャストが顔を揃えました。

スタッフには、齋藤茂男（照明）、加藤ちか（美術）、相川晶（音響）、大川裕（舞台監督）などが参加。強力

なスタッフ陣で北川徹の新作が製作され、にしすがも創造舎特設劇場にどのような演劇空間が立ち上が

るのか期待が膨らみます。 

さまざまな地域の人々が集い創作活動を展開している東京で、札幌在住・北川徹がつくる、「旅をする

人たち」「死んだ人たち」「働く人たち」の物語、『浮力』にご期待ください。 
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成田 

芝居工場わらく  

『生まれる未定』 

 

作／岩脇忠弘 

演出／勝俣 稔 

アドバイザー／佃 典彦 

制作／鶴間太郎（芝居工場わらく） 

出演／金子マリア 内谷正文 

リーディング公演制作／辻奈都子 

 

「私たちの命を継ぐ君を想って書いた芝居」 

ある夫婦の物語。結婚後数年たつのに、いまだに子どもができない。お互いに何とかしようと思

ってはいるが、口に出せないでいる。 

夫婦にとって、子どもをつくるということはどういうことなのか。夫婦の愛情の証なのか、夫婦

をつなぎとめるかすがいなのか、欲望の結果なのか、単なる本能なのか、子孫繁栄のためなのか、

世間体なのか、老後の保身なのか、親のエゴなのか。もしくは生まれくる子ども自身のためであ

るのか。そして、夫と妻では子どもを作るということを同じ意味にとらえているのか。 

日曜日の午後のリビング。夫はパソコンで仕事の残りを片付けながら、遅い朝食をとっている。

そこへ買い物に出かけていた妻が帰ってくる…… 

 

PROFILE  

04 年 6 月、代表で演出を務める勝俣稔を中心に結成。千葉県成田市を活動拠点に、東京でも精力

的に活動。第６回成田演劇フェスティバル ACT WAVE2005 に参加し、オリジナル作品「『てのひら

弐』～はっはしくしく奮闘記～」にて旗揚げ公演。以後、オリジナル以外に岸田國士や菊池寛な

どの作品を上演している。また都内 JazzClub やシアターバーで、リーディング公演を行い好評を

得る。劇作を担当する岩脇忠弘の処女作「『てのひら』～活版印刷工場のひとびと～」 

は第４回ＡＡＦ戯曲賞の最終候補に残る。 

 

公演日：３月８日(木)15:00 ３月 10 日(土)17:00 

会場：東京芸術劇場小ホール１ 

料金：５００円（全席自由・日時指定/税込） 

チケット取扱い：電子チケットぴあ／ぷれいす／東京国際芸術祭(ＴＩＦ) 

 

 

芝居工場わらく 

http://eki.to/waraku/   

 

http://eki.to/waraku/
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京都 

魚灯 

『静物たちの遊泳』 

 

作・演出／山岡徳貴子 

アドバイザー／岩松 了 

制作／魚灯 

出演／武田暁 豊島由香 山本麻貴 ほか 

リーディング公演制作／奈良 歩(南河内万歳一座) 

 

「―目の前に存在するのは、ただの静物―」 

老朽化が進み空き部屋が多くなった団地。初夏。 

久しぶりに家に帰ってきた男は、妻が誰の子かわからない子供を身篭っていることを知る。 

受け入れられない夫婦はそれぞれに拒否反応をおこすが、そんな中、男は一人の女と出会う。 

女が住む部屋からは夫婦が住む部屋がよく覗える。妻の浮気を疑う男は、女の部屋から妻の 

様子を観察し始める。しかし妻は一向にそんな気配をみせない。 

そして男は、この奇妙な同居生活を続けるうちに女から離れられなくなっていく。 

部屋の中には次々と新しい物が女の手によって拾われ運び込まれる。 

拾われた物に囲まれながら、男はその女に妻の姿を重ね合わせるようになるのだが…。 

夏祭りを目前に控えた団地の一角で静物たちの日常が動き出す。 

 

PROFILE 

99 年、ユニットとして活動をはじめ、03 年に劇団として活動を開始。 

作・演出を担当する山岡徳貴子は 02 年「祭りの兆し」で第８回 OMS 戯曲賞佳作を受賞。 

その作風は、人間の内面をえぐる残酷さとそれを笑い飛ばす愛とユーモアに溢れ、テンポの良さ

と緊迫感漂う上演により評価を得ている。また俳優陣も武田暁が第 4 回関西現代演劇俳優賞奨励

賞を受賞するなど、その実力が認められている。 

  

公演日：３月８日(木)19:00 ３月 10 日(土)13:00 

会場：東京芸術劇場小ホール１ 

料金：５００円（全席自由・日時指定/税込） 

チケット取扱い：電子チケットぴあ／ぷれいす／東京国際芸術祭(ＴＩＦ) 

 

 

魚灯 

http://blog.goo.ne.jp/gyotou/ 
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大阪 

南船北馬一団 

『ななし』 

 

作・演出／棚瀬美幸 

アドバイザー／北村 想 

音響／大西博樹（プラン）                                        

制作／南船北馬一団 

出演／藤岡悠芙子 谷弘恵 片桐慎和子 金明玉 上瀧昇一郎 湯浅崇（未来探偵社） 

リーディング公演制作／奈良 歩（南河内万歳一座） 

 

「問いかけはいつも所属を求める。 

『おまえは、いつ、どこで、だれと、どうしたんだ。』」 
 
これに答える 正解不正解 

あれに答えない 説明放棄関係崩壊 

それに答えられない 無言沈黙視線疑問 

 

１人の男と２人の女による、２つのエピソードなのではないでしょうか。 

それぞれの３人は、日本語を母国語として用いるという理由だけで集められた、ということにな

っているらしいです。おそらく、その場では、３人はそれぞれの過去を話すことを、禁止されて

いるようです。だけど、今それぞれが思い、考え、体験していることを、語るようです。 

だけれども、自分自身に向けた言葉も、記していくみたいです。そして、時間的・空間的なルー

ルを前提とした、共有されうる世界をつくっていくこともするはずなのです。 

PROFILE 

96 年旗揚げ。97 年より主宰の棚瀬美幸が作・演出を務める。 

年２本ほどのペースで作品を発表し、2001 年に発表した「帰りたいうちに」（棚瀬美幸/作）で、 

第 7回劇作家協会新人戯曲賞大賞を受賞。“現実感を失った時代におけるリアル”を多彩なスタイ

ルで描く。棚瀬美幸は、06 年 8 月までの 1年間、平成 17 年度文化庁新進芸術家留学制度研修員と

して、ドイツ・フォルクスビューネ劇場に留学。本作が帰国後第一作目となり、その成果が注目

される。 

 

公演日：３月９日(金)15:00 ３月 11 日(日)17:00 

会場：東京芸術劇場小ホール１ 

料金：５００円（全席自由・日時指定/税込） 

チケット取扱い：電子チケットぴあ／ぷれいす／東京国際芸術祭(ＴＩＦ) 

 

南船北馬一団 

http://www.geocities.jp/nansen_hokuba1/

http://www.geocities.jp/nansen_hokuba1/
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長崎 

F's Company 
『ロン通り十三番地』 

 

作・演出／福田修志 

アドバイザー／平田オリザ 

音楽／橋本剛 

制作／岡田彩（F's Company） 

出演／Ａ・ミッチー 篠崎雅 松本恵 村岡崇大 末永都 山口裕嗣 飯島亮子  

加賀田浩二（飛ぶ劇場） 

リーディング公演制作／岩永貴博（長崎市文化振興課）  

 

「はじめから 冷たい体なんて どこにもなかった」 

貿易港として栄えた都市。シンワン。 

世界中の文化が入り交じり、多くの知識人が、それを求めてやって来た。 

その中で発展した『ロン』と呼ばれる義肢技術。 

シンワン独自の手法で作られた『ロン』は、やがて兵器として、その名を世界に記すことになっ

た。だが、敗戦を境に、破壊のために発展した『ロン』の技術は、破壊のために傷ついた者を助

けることになった。復興を目指す平和の象徴として・・・。 

『誰も皆 明日を掴む手を求め 歩く夢見る ロン通り十三番地』。 

ロン工房が立ち並ぶ『ロン通り』には、歴史と文化の音が、鳴り響いていた。 

 

PROFILE  

長崎市を拠点に、作・演出の福田修志を代表とした 20 代～30 代の役者・スタッフで構成。 

社会の出来事と人間心理の関連性を描いた作品や、方言を用いて、長崎の街をモチーフに賑やか

さの陰に潜む過去や矛盾を描き出す作品を作り続けている。長崎、佐世保、北九州と活動の場も

広がりを見せ、05 年「北九州演劇祭」コンペティション部門に出場、公演毎に多彩な表情を見せ

る。また、ショートストーリーのオムニバス公演を定期的に行うなど、演劇に触れやすい環境作

りにも取り組んでいる。長崎市主催の市民参加舞台にも深く関わり、06 年「宮さんのくんち」（作・

山之内宏一 ）では福田修志が演出を務めた。 

 

公演日：３月９日(金)19:00 ３月 11 日(日)13:00 

会場：東京芸術劇場小ホール１ 

料金：５００円（全席自由・日時指定/税込） 

チケット取扱い：電子チケットぴあ／ぷれいす／東京国際芸術祭(ＴＩＦ) 

 

F’s Company 
http://www5.cncm.ne.jp/~fs-company/

 

http://www5.cncm.ne.jp/%7Efs-company/
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札幌 

北川徹 

『浮力』 

 

作・演出／北川 徹 

出演／猪熊恒和 下総源太朗 多門勝（THE SHAMPOO HAT） 足立信彦 稲毛礼子              

照明／齋藤茂男        

音響／相川晶 

舞台美術／加藤ちか 

衣装／竹内陽子        

舞台監督／大川裕 

演出助手／柳原暁子 

制作／飯田亜弓（ぷれいす） 

協力：燐光群、ワンダー・プロ、HOT LIPS、LLC 平野企画 

 

「愛の力と馬鹿力。今、欲しいのは浮く力。」 

足元にひたひたと水流れるように。ゆるむ地面に立つ男。めりこむ私。沈む人。まるで厄年くり

かえし。力込めれば耐えられるのか。足踏ん張れば抜け出せるのか。不可抗力が足首をつかむ。

今欲しいのは浮く力。 

浮き沈み生きる人々の声。バブル平成これから５年。定期の切れそうなスリルの中で漂う人々の

記録簿。 

父。男。彼。彼女。俳優たちは役割を変え、幾つもの人物の声を編み込みながら、舞台は進む。

女の姿も往き過ぎて、言葉は音楽のように人々を巡る。 

愛の力と馬鹿力。足しても割れない負の力。全部まとめてこの舞台。 

『浮力』。 

PROFILE  

1971 年兵庫県生まれ。福岡県育ち。札幌在住。劇作家・演出家・俳優。93 年ロンドンマイムスク

ールでパントマイムを学び舞台の世界へ。大学卒業後、会社勤めを経て 98 年札幌で HAPP 旗揚げ、

以降札幌を拠点に活動。劇団外部への演出・書き下ろしも多数。主な作品に『遊園地、遊園地。』

（TPS 北海道演劇財団/リージョナルシアター・シリーズ参加）、『明日はきっと朝ねぼうしない僕

らの学校物語』（札幌市こどもの劇場やまびこ座）、『静かなうた』（流山児事務所）等。03 年『う

み。やま。ひと。』（HAPP）で日本演出者協会若手演出家コンクール審査員特別賞受賞。 

 

公演日：３月９日(金)19:30 ３月 10 日(土)15:00／19:30 ３月 11 日(日)16:00 

会場：にしすがも創造舎特設劇場 

料金：一般 3,500 円 学生 2,000 円（当日要学生証提示） 豊島区民割引 2,500 円 

（全席自由・日時指定/税込） 

チケット取扱い：電子チケットぴあ／ぷれいす／東京国際芸術祭(ＴＩＦ) 
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東京国際芸術祭「リージョナルシアター･シリーズ」開催概要 

 

公演日   

【リーディング公演部門】 

３月８日（木） ３月９日（金） ３月 10 日（土） ３月 11 日（日）

15:00 

芝居工場わらく 

15:00 

南船北馬一団 

13:00 

魚灯 

13:00 

F’s Company

19:00 

魚灯 

19:00 

F’s Company 

17:00 

芝居工場わらく

17:00 

南船北馬一団

 

【創作・育成プログラム部門】 
『浮力』 

３月９日（金） ３月 10 日（土） ３月 11 日（日）

 15:00 16:00 

19:30 19:30★  

★ポスト･パフォーマンス・トークを予定 
 

会場 【リーディング公演部門】  

東京芸術劇場小ホール１ 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1‐8‐1  

    【創作・育成プログラム部門】 

    にしすがも創造舎特設劇場 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨 4-9-1 旧朝日中学校                   

 

料金（全席自由・日時指定・税込）  

【リーディング公演部門】 
一演目 500 円（全席自由・日時指定／税込） 
【創作・育成プログラム部門】   
一般 3,500 円  学生 2,000 円(当日要学生証提示)  豊島区民割引 2,500 円 
 
前売開始  2006 年 12 月 20 日（水） 

 

チケット取扱   チケットぴあ Tel.0570-02-9999／http://pia.jp/t 

             （P コード：リーディング公演部門 374-134/創作・育成プログラム部門 374-135） 

ぷれいす Tel.03-5468-8113 

東京国際芸術祭（TIF） http://tif.anj.or.jp（ネットのみ） 

 

チケットのお問い合わせ ぷれいす Tel.03-5468-8113 

  
公演のお問い合わせ     東京国際芸術祭（TIF） TEL 03-5961-5202  

          tif@anj.or.jp  http://tif.anj.or.jp  

http://tif.anj.or.jp/
mailto:tif@anj.or.jp
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リージョナルシアター・シリーズ1999～200６ 出演劇団一覧 

第 1 回 
【日程】 1999 年 10 月 19 日（火）～31 日（日） 
【出演劇団】弘前劇場（青森）／劇団カタコンベ（新潟）／ 
劇団ジャブジャブサーキット(岐阜)MONO（京都）／199Q 太陽族（大阪）／桃園会（伊丹）／

飛ぶ劇場（北九州） 
 
第２回 
【日程】 2000 年 1１月 6 日（火）～26 日（日） 
【出演劇団】 A.G.S（札幌）／劇団赤い風（盛岡）／劇団異国幻燈舎（滋賀）／ 
劇団八時半（京都）PM/飛ぶ教室（大阪）／POP THEATRE Я（山口） 

 
第３回 
【日程】 2001 年 10 月 30 日（火）～11 月 21 日（水） 
【出演劇団】 ＴＰＳ（札幌）／伊沢勉の会（名古屋）／スクエア（大阪）／ 
芝居屋坂道ストア（神戸）演劇企画魚の目（沖縄） 

 
第４回 
【日程】 2002 年 11 月 21 日（木）～12 月 8 日（日） 
【出演劇団】劇団Ｂ級遊撃隊（名古屋）／劇団 Ugly duckling（大阪）／ 
劇団こふく劇場（宮崎）POP THEATRE Я（山口）／飛ぶ劇場（北九州） 

 
第５回 
【日程】 2004 年 2 月 17 日（火）～3 月 7 日（日） 
【出演劇団】 5 周年特別企画 国道、書類、風呂桶。-短編二作同時上演- 
クロムモリブデン（大阪）／ペピン結構設計（横浜）／きらく企画（仙台） 
フリンジ参加 Ort-d.d ＋ こふく劇場（東京＋宮崎） 

 
第６回 
【日程】2005 年 3 月 2 日（水）～3 月 20 日（日） 
【出演劇団】劇団千年王國（札幌）／劇団人工子宮（名古屋）／ 
トリコ・Ａプロデュース（京都）／劇団無限蒸気社（松山）／ 

【公共ホール・劇場等企画公演部門】大阪市立芸術創造館プロデュース（大阪）『背くらべ』 
 
第７回 
【日程】2006 年 2 月 17 日（金）～3 月 5 日（日） 
【出演劇団】劇団ＳＫグループ（札幌）／現代時報（盛岡）／劇団 Ugly duckling（大阪） 
【公共ホール・劇場等企画公演部門】北九州芸術劇場×飛ぶ劇場（北九州）『ＩＲＯＮ』 
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