
都民芸術フェスティバル 現代演劇分野参加公演（平成 20～31 年度） 

 団体名 参加公演名 日程・会場 

平成 20 年度 

（2009） 

（有）劇団銅鑼 『ハンナのかばん』 2/18~22  銅鑼アトリエ 

3/12～15 東京芸術劇場小ホール 2 

3/22 新宿区立牛込箪笥地域センター多目的モール 

3/27 三鷹市芸術文化センター星のホール 

3/29 東久留米市立西部地域センター多目的ホール 

R PRODUCTION 21 世紀日中舞台芸術交流プロジェクト『十人の夜』 3/4～8 森下スタジオ C スタジオ 

平成 21 年度 

（2010） 

（株）テイエスミュージカルファンデーション TS ミュージカル『Garantido ‐生きた証‐』 2/19～28 東京芸術劇場中ホール 

（株）文学座 文学座公演『女の一生』 3/1～10 俳優座劇場 

（有）劇団文化座 劇団文化座公演『王子の狐 かぎをくはえて』 3/1～7 北とぴあつつじホール 

平成 22 年度 

（2011） 

トム・プロジェクト（株） 新妻聖子ひとり芝居『青空…！』 1/25～30 赤坂 RED/THEATER 

（株）二兎社 二兎社公演 36『シングルマザーズ』 2/20～3/27 東京芸術劇場小ホール 1 

（株）こまつ座 『日本人のへそ』 3/8～27 シアターコクーン 

平成 23 年度 

（2012） 

（有）劇団俳優座 劇団俳優座公演 No.310『カラマーゾフの兄弟』 1/11～22 俳優座劇場 

（株）ヒューマンデザイン 音楽座ミュージカル『シャボン玉とんだ宇宙までとんだ』 1/20～22 町田市民ホール 

（有）ゴーチ・ブラザーズ シーラカンスプロデュース『戯伝写楽‐その男、十郎兵衛‐』 2/1～5 全労済ホール／スペース・ゼロ 

（有）青年劇場 青年劇場第 105 回公演『野球部員、舞台にたつ！』 3/14～18 紀伊國屋ホール 

平成 24 年度 

（2013） 

燐光群／（有）グッドフェローズ 燐光群『カウラの班長会議』 3/8～24 ザ・スズナリ 

（有）モード MODE『城』 3/14～20 あうるすぽっと 

（株）オールスタッフ イッツフォーリーズ公演 ファミリーミュージカル 

『お・ど・ろ～置き去りにされたお弁当箱～』 

3/22～26 俳優座劇場 

平成 25 年度 

（2014） 

Project Nyx Project Nyx 第 11 回公演『宝島』 2/7～16 東京芸術劇場シアターウエスト 

（株）文学座 文学座公演『尺には尺を』『お気に召すまま』 2/11～3/4 あうるすぽっと 

TRASHMASTERS TRASHMASTERS 第 20 回公演『虚像の礎』 3/6～16 座・高円寺ホール１ 

（株）ネビュラプロジェクト キャラメルボックス 2014 ｱｺｰｽﾃｨｯｸｼｱﾀｰ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾁｬｰ 

『ヒトミ』『あなたがここにいればよかったのに』 

3/6～23 サンシャイン劇場 



 団体名 参加公演名 日程・会場 

平成 26 年度 

（2015） 

一般社団法人ピープルシアター 『金色の翼に乗りて』 2/18～22 シアターX 

（有）劇団東演 『検察官』 2/21～3/1 紀伊國屋サザンシアター 

イキウメ／エッチビイ（株） カタルシツ『地下室の手記』 2/25～3/9 赤坂 RED/THEATER 

（有）オフィスコットーネ オフィスコットーネプロデュース『漂泊』 3/20～30 吉祥寺シアター 

（有）劇団プーク 人形劇団プーク 春の特別公演 3/26～29 紀伊國屋ホール 

平成 27 年度 

（2016） 

トム･プロジェクト株式会社 『砦』 3/1～6 東京芸術劇場シアターウエスト 

有限会社劇団銅鑼 劇団銅鑼公演 No.48『池袋モンパルナス』 3/2～6 俳優座劇場 

有限会社椿組 椿組 2016 年春公演『三太おじさんの家』 3/11～15 ザ・スズナリ 

公益財団法人江戸糸あやつり人形結城座 江戸糸あやつり人形結城座×ベトナム青年劇場 

日越国際協働制作『野鴨中毒』 

3/16～21 東京芸術劇場シアターイースト 

平成 28 年度 

（2017） 

株式会社劇団東京乾電池 ET×2 第 5 回公演『ゴドーを待ちながら』 1/5～10 ザ・スズナリ 

株式会社地人会新社 地人会新社 第 6 回公演『豚小屋』 1/7～15 新国立劇場小劇場 

有限会社おふぃすさんじゅうまる オフィス３○○公演『鯨よ！私の手に乗れ』 1/18～2/5 シアタートラム 

株式会社二兎社 二兎社公演 41『ザ・空気』 1/20～2/12 東京芸術劇場シアターイースト 

株式会社こまつ座 こまつ座 第 116 回公演『私はだれでしょう』 3/5～26 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA 

一般社団法人流山児カンパニー 流山児★事務所『だいこん・珍奇なゴドー』 3/15～22 ザ・スズナリ 

平成 29 年度 

（2018） 

有限会社劇団俳優座 劇団俳優座公演「いつもいつも君を憶ふ」 1/11～1/21 俳優座劇場 

株式会社サードステージ 虚構の劇団第 13回公演「もうひとつの地球の歩き方」 1/19～1/28 座・高円寺１ 

2/15～2/18 東京芸術劇場シアターウエスト 

有限会社石井光三オフィス ミュージカル「ＨＥＡＤＳ ＵＰ！」 3/2～3/12 TBS 赤坂 ACT シアター 

有限会社名取事務所 名取事務所公演「渇愛」 3/9～3/18 小劇場Ｂ１ 

有限会社青年劇場 青年劇場第 118回公演「きみはいくさに征ったけれど」 3/13～3/18 紀伊国屋サザンシアターTAKASHIMAYA 

平成 30 年度 

（2019） 

有限会社劇団 1980 劇団 1980第 68回公演『素劇あゝ東京行進曲』 1/15～1/20 俳優座劇場 

一般社団法人日韓演劇交流センター 韓国現代戯曲ドラマリーディング①『刺客列伝』②『黄色い

封筒』③『少年 Bが住む家』 

1/23～1/27 座・高円寺 1 

有限会社劇団銅鑼 劇団銅鑼公演 No.52『花火鳴らそか ひらひら振ろか』 2/15～2/21  あうるすぽっと 



文学座 文学座公演『寒花』 3/4～3/12 紀伊国屋サザンシアターTAKASHIMAYA 

トム・プロジェクト トム・プロジェクトプロデュース『黄色い叫び』 3/20～3/26 全労災ホール／スペース・ゼロ 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

（2020） 

有限会社劇団青年座 劇団青年座第 240回公演『からゆきさん』 1/16～1/19 本多劇場 

有限会社劇団文化座 劇団文化座公演 155『炎の人』―ゴッホ小伝― 2/20～2/27 ※2/28､29 の 2 公演は新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止。 

全労災ホール／スペース・ゼロ 

有限会社劇団プーク 『りんごかもしれない』『わにがまちにやってきた』 3/14～3/27 ※3/28､29 の 4 公演は新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止。  

プーク人形劇場 

株式会社 Pカンパニー Pカンパニー第 29回公演 

『京河原町四条上ル近江屋二階 ―夢、幕末青年の。』 

3/4～3/8 東京芸術劇場シアターウエスト 

 

 

 

 

 


